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第十五回連句協会全国大会の記

六月二十三日︿日﹀梅雨の中休みの一日︑代々木の日本

青年館・国際ホールに於て標記の会が開催され約百四十人

が参集した︒芝の増上寺から北区赤羽会館を経て︑再び都
心での大会となった︒

十一時︑今泉会長の挨拶のあと︑土屋理事長の会計およ

び事業報告︑ついで連句協会賞の発表と表彰︒次いで国民

文化祭富山への参加要請が二村文人氏より︑佐渡連句大会

への参加要請が福田真久氏より︑また新庄市役所からは新

庄大会への参加招請がそれぞれあった︒

連句実作は全二十五席︒配席はくじ引きによる一期一会

の連衆︑新しい会場で昼食をはさみつつ各席スタート︒

三時過ぎから尾形仇先生による﹁連句の鑑賞法﹂と題す

る講演が始まる︒連句実作後の講演は大会初の試みであっ

た︒︿私作る人﹀ではなく︿私食べる人﹀という視点から古

俳譜︑連衆︑式目︑虚実等についての興味深い内容の一時

間︒現代連句はもう少し時空を超えた付け句があってもい

いのではとの話が印象に残った︒

第二部は懇親会︑野口里井氏の乾杯の挨拶で宴はなごや

かに進み︑またの再会を約し散会となった︒︵太郎︶
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己

う︒また︑地元の中学生が参加していたのも新鮮だったか

と危倶する向きもあったが︑全国から実に六百三十三巻の

句協会会長の提唱による︒当初は応募が減るのではないか

成五年の全国連句いなみ大会の時と同じく︑志田延義県連

筆すべきは︑募集作品を歌仙形式にしたことで︑これは平

で︑連句大会を催すにふさわしい場所と言えよう︒今回特

年の芭蕉に入門した瑞泉寺第十一代住職浪化ゆかりの地

回国民文化祭とやまⅦ連句大会﹂が開かれた︒井波は最晩

平成八年九月二十九日︑井波町の瑞泉寺会館で﹁第十一

にありが

様︑本当

さった皆

いでくだ

大会にお

た皆様︑

くださっ

応募して

︑作
作品
品を
を
四国善通寺での再会を約してお別れしましたが︑

も知れない・

作品が集まり︑事務局は嬉しい悲鳴をあげることになった︒

とうござ

第十一回国民文化祭とやま別連句大会

前日の﹁井波の散歩道﹂では︑石畳の道を歩きながら︑

た︒

いまし

いに盛り上がった︒大会当日は二百十七名の参加があり︑

︵文人︶

伝統の木彫刻を見ていただき︑折しも十六夜の懇親会も大

三十八席に分かれて半歌仙を巻いた︒席名には当地で見る
ことのできる草花を集めた︒講演などのセレモニーは極力
少なくして︑実作をゆっくり楽しんでいただけるよう心が
けたつもりである︒閉会式に先立って︑文部大臣奨励賞受
賞作品を薩摩琵琶で演奏したのは珍しい試みだったかと思
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評論

連句の性格付︑三句の渡り

はじめに

今泉準一

︵忘機︶

最初から私事で恐縮であるが︑昨年︵平成八年．一九九六︶十二月︑﹃其角と芭蕉と﹄と題して︑一般の識者を

対象として︑芭蕉と対比しつつ︑其角を論じた一書を春秋社より刊行した︒そのとき︑﹁書き終えて﹂と最
後に︑同書は︑﹁其角の序論﹂で︑﹁本論の完成は他日を期したい﹂と書いた︒

同書の﹁まえがき﹂にも書いたように︑これは二つの執筆動機があり︑これを機会に︑その結論はとに

かく︑其角についてはまったく知らない人が多く︑これらの人びとに︑実際に其角の作品を示し︑一応︑
これを知っていただく︑そんな気持で書いたものである︒

今回︑連句協会会長から原稿依頼状をいただいたが︑その前にこの旨の諾否についての電話があった︒

喜んでお引き受けすると答えた︒とっさに思ったことは︑私も連句協会の会員の一人であり︑長年連句の
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’

実作に親しんできて︑いろいろ連句について感ずるところがあり︑これを私なりにまとめてみたい︑丁度
よい機会だ︑これが二つ返事でお答えした理由である︒

ここで二つのことをお断りしておきたい︒一つは︑御依頼状には論文とある︒連句と私とのかかわりは

過去から今日までの回想を述べるので︑論文という語にはふさわしくない随想風な書き方になってしまっ
ていることをお許しいただきたい︑ということである︒

もう一つは︑前著発刊よりすでに半年近くが経っており︑その間いくつかの読後観を葉書でまた手紙で

いただいた︒これらはまた別のことばで言えば貴重な御意見をいただいた︑ということになる︒本稿は私

の連句観をいわば随想風に述べたもので当然のことにこの御意見に対する答えにはなっていない︒だが︑

結果としては別角度から其角・芭蕉を論じたことになるので︑間接的にはこれにお答えした関係になる︑
ということをである︒

一連句と私

現代は俳句が大変な流行を見せている︒一方︑連句も︑年ごとに︑これに参加する人が多くなり︑平成

八年度版﹃連句年鑑﹄の﹁全国連句グループ概況﹂を見ると︑百八十のグループ名が載る︒二・三十年前

には考えられぬ数である︒俳句のことはとにかく︑連句に見るこの数はさらに増えて行くのではないか︒

思い起こしてみると︑旧制中学校時代︑国語の授業のとき︑連句なるものを教わった︒そのあと︑同級

生どうしで早速やってみたことがある︒もちろん面白づくで規則などまったく知らない︒誰かが五七五を
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作る︒これに皆で七七をつける︒七七ができるとまた皆で五七五︑を作る︑と言った具合で一時を過ごす︒

もちろん他愛のない一時の遊びであり︑それだけで終わってしまったが︑いま思うと︑こんなささいな

現象の中に連句と日本人との関連の根元的なものが見られるのではないかという気がしてあえて書いてみ
た次第である︒

中学を出て︑旧制専門学校生となってから︑俳句に興味をもつようになり︑また作品を俳句雑誌に投稿
したり︑また句会に出席︑そこで同年輩の友人も得た︒

主宰の先生︵上甲平谷︶は︑深く芭蕉に傾倒︑その追体験に一生を捧げる求道者的生活を堅持しておられた

方であった︒この先生について俳句の指導を受けること約三年︑一方先生は連句もなされ︑芭蕉の﹁俳譜

においては老翁が骨髄﹂の言を体してか︑極めて厳しく︑私が連句の御指導をお願いしたところ︑連句の

概要を御説明いただき︑さて実作となる︑たしか脇の句で合格にならず︑そのときはすでに学校を卒業︑

すぐに応召︑そのままになってしまった︒だが練習と称して友人たちと勝手な連句をやった記憶がある︒

これについてはまた後で述べるが︑そのとき教えられた連句の規則は︑これも後で知ったのであるが︑

﹃俳譜文庫﹄第廿一編︑伊藤松宇校訂﹃付合作法全集﹄の巻末に載る︑﹁︵松宇参訂匡とある﹁俳譜歌仙式
図解﹂に載るものとほぼ同じであったように思う︒

連句だけに思い出を限る︒私はスマトラ島で終戦を迎えた︒苛酷な捕虜生活に入る︒一方ひまでもある︒

ここで俳句会もやったが︑また連句もやった︒がいずれも言わばひまつぶしである︒

いづ

復員後︑ここで話は横道にそれるが︑其角を知った．これについては︑﹁はじめに﹂のところで書いたよ

うら

うに︑其角の本論を書く際に詳しく述べるが︑其角は﹁句は⁝日夜にわき出るもの・﹂︵其角編董末若墓元禄十．
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一六九七︑逆と書いている︒前に﹁根元的なもの﹂と書いたが︑この語にも同様のことを感じた︒というの

は私自身俳句に夢中になって作句していたが︑努力というものに限界を感じ︑作句を中止していたにもか

かわらずこれが習性となってしまったのであろうか︑作ろうとする意志のまったくないのにふと−句が成

る︑という経験をしばしばしていたからである︒このとき其角は天性の俳人なのだ︑と思った︒

連句に話を戻す︒もともと日本の古典が好きだったので︑戦地から帰って︑旧制大学の国文科へ入学︑

卒業︑国語の教師になった︒このとき︑同僚の教師から連句をやりたい︑国語の教師であった関係であろ

う︑指導を頼む︑と言われたことが何度かあった︒その都度︑上述の﹃俳譜文庫﹄を貸したことを覚えて
いる︒本当のところ私もよくわからなかったからである︒

ところが︑偶然のことに︑大津で俳文学会があったとき清水瓢左先生と相宿した︒ここで一巻巻いては
じめて連句なるものを知った︒

﹁はじめに﹂のところでも書いたように︑またすこし前のところでも書いたように︑私はそのとき其角を
その

あはせ

研究しており︑その連句も読んでいたし︑また﹃俳譜文庫﹄の伝統的な付合作法書も読んではいたが︑ど

うもよくわからない︒とくに其角が﹁さしあひ︑輪廻︑ままあり︒それも其一句の死活を考へ合て見ゆる

し
るべ
べし
し﹂
﹂︵︵
しある
同同杲若墓︶とあるが︑どこが﹁さしあひ﹂なのか︑どこが輪廻なのか︑どうも本当のところ
よくわからない︒

﹁都心連句会﹂の一員に加えていただいてやっと連句のいろはがわかってくるとともに︑伝統的作法書を

あらためて読み直してみると︑今度はいままでと違って私なりに読めるようになった︒これらについて共

著で出した﹁連句読本﹄︵大修館書店刊︶に﹁連句の構成と方法﹂の章を担当︑連歌にはじまって︑俳譜に至る

−1子一

までの私の知り得た︑いわば式目史︵規則の変遷︶を書いてみた︒

これより前︑其角に関心をもった友人十数名と其角の連句を読む会を持った︒月二回︑これを続けて行

くうちに︑会の中の人から︑われわれも連句をやってみようではないか︑との発案があった︒その中の一

人が第六天神社︵市川市若宮︶の社務所の和室を斡旋︑ここで月一回︑連衆六人で始めた︒

四・五年後のことであろうか︒連衆の一人精神医学者浅野欣也︵俳号黍穂︑現在欣哉とも︶氏が芸術療法の一つ

として連句療法を氏の創案になる方法で実施︑多大の治療効果を挙げ︑氏はこれを学会に発表︑新しい芸

術療法として斯界に注目されていることを知った︒私は驚きとともに︑心の中であり得ることと感ずるも
のがあった︒

当時私は某大学に奉職︑学生相談員という役職についていた︒簡単に言えば︑学生の悩みごとを聞き︑

秘密厳守で教師がともにこの解決に当たる機関である︒学外から精神科医・カウンセラーも特別委員とし

て加えた七学部から二名︑十四名の教師でこれに当たる︒また年に一回︑学期始めに講師をよんで勉強す
る︑また夏休みの期間を利用して各自の問題を持ち寄ってセミナーを行う︒

今年は講師を誰にとの相談の会は浅野氏を推薦した︒氏の講演は多くの教師に共感を与えたようで︑夏

期セミ
期
ミナ
ナー
ーは
は︑
︑連
連句
句一を知る︑という一項を加えることになった︒三泊四日︑学校の箱根寮で行う︒その二
日目の夜に配された︒

下手な講釈より実作をと思い︑簡単に発句の説明を行い︑私の発句で始めた︒同じく脇の句の説明をし

て句を募ったところ︑たちどころに十数句が集まった︒もちろんすべてが連句なるものをやったことなど

ない︑はじめての人たちばかりである︒裏に入るともっと速くなった︒それぞれに専門のテーマを持ち︑
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それに没頭している人たちであるから︑そこから生じるさまざまの思いを五七五なり七七で述べるためで
あろうか︑これが感じとれる迫真的な句が多い︒

相談室には諸事務を取り扱う職員もこの会にもちろん加わっているが︑これらの人びとにも佳句が多

かったが︑とくに驚いたのは工学部・農学部の理科系の先生方にもすぐれた句の多かったことである︒

夕食後の七時ごろから始め︑花前あたりで九時半になったので︑あとはこのようにして︑花の定座︑名

残りの折と続くと説明して終わりにしたが﹃後日︑精神衛生上非常によい一方法であること︑そのことは

もちろん︑それより前にとにかく楽しい一時であった︑との感想を多くの方々から得た︒また相談員の会

1く

とは別にこのような会を持ちたい︑との要望を受けた︒私はそれらの人々に︑都心連句会︑その他を紹介
１︲︶だ坐０

ところで︑第六天神社で始めたので︑第六天連句会と命名︑これもその連衆は幾変遷したが︑二十数年︑
今日も月一回︑東京女子医大の会議室を借りて続けられている︒

前述のように当時は其角連句研究会の人たちだけの楽しみ︑あるいは遊びと言ってもよい︑親しい友人

だけの会であったので︑これへと誘うのに檮路されたのである︒と言って新しい会を設けて出かけるには

そのとき打ち込んでいた其角研究のために心の余裕がなかった︒いまは︑Ａ席︑Ｂ席と分ければよかった
のに︑と思っている︒

以上︑かいつまんで︑連句と私との関連を書いてみたが︑最初のところで︑中学生時代の回想を述べた︒

そして︑連句と日本人との関連には人間の根元的なものが見られるのではないか︑とした︒とくに浅野氏

の講演がきっかけで箱根で行った連句会で痛感したことは︑連句をまったく知らなかった人びとが示した

−上ノー

連句への関心である︒

これはたまたまこのような機会があったので知られたもので︑もしこのような機会がなかったら気づか

れずに終わってしまうであろう︒いま﹁根元的﹂の語で述べたが︑ここでも日本人と連句との関連に同様
のものを感じた︒

平成八年版の﹃連句年鑑﹄の﹁全国連句グループ概況﹂の百八十はさらに増えて行くのではないか︑と

最初のところで書いたが︑これは以上のような私の実感からきたものである︒現に浅野氏の講演は二十年
近く前のことで︑当時は百八十などという数字はまったく考えられなかった︒

二江戸時代初期の俳譜︵連句︶

はい

右のような現代の連句の情況を思うとき︑江戸時代初期の俳譜の流行を思い起こす︒一例を挙げてみる︒

前に連歌や俳譜の作法書をあらためて読み直してみた旨を述べたが︑その中の一書︑﹃誹譜小式﹄︵寛文二・一

きた

ひさ

かみめいけいきよ

しも

六六二︑成︶の序文に次のような記載がある︒俳譜︵連句︶は江戸時代初期には誹譜とも書かれた︒
おもひの

い

誹譜は本邦の習俗にして︑その来ること尚し︒故に上名卿距公より下士庶走卒に至るまで︑こ

れを詞し︑これを吟じて︑もってその懐を濾ぶ︒盛んなりと謂ひつくし︒︵原文漢文︶

﹁誹︵俳︶譜は本邦の習俗にして︑その来ること尚し﹂とあるのは︑周知のように︑俳譜は連歌の一体で︑

﹁俳譜之連歌﹂と呼ぶのが本来であったことが示すように︑連歌時代︑さらにさかのぼると平安中期の短連

歌になるが︑そこまで念頭にあっての語かどうかはとにかく︑まさに﹁来ること尚し﹂は事実であろう︑
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また﹁本邦の習俗﹂とも言えよう︒

﹁故に上名卿距公より下士庶走卒に至るまで﹂︑名卿は︑名高き公家の意だが︑さし当たって誰とは言え
つくぱ

ないが︑烏丸光広が俳譜に興じた事実なども知られ︑もともと連歌の一体として俳譜があり﹁来ること尚

し﹂を広義にとれば二条良基︵嘉慶二・一三八八︑没︶の﹃菟玖波集﹄にも︑雑体の部に多くの俳譜の句を入れ

てある一事でも︑このことは事実とみてよいであろう︒

﹁距公﹂は天子の意にも使われる語であるがまた大人物・尊者の通称の意にも使われ︑ここでは大名をさ

かみ

すか︑風虎︵内藤義概︑岩城平七万石の藩主︑元和五・二ハ一九ｌ貞享二・二ハ八五︶などが念頭にあっての語か︑﹁士庶走卒﹂
は武士︑町人︑さらに走卒︵走りづかいをするしもべ︶︒

−『

当時としては身分制度があり︑形式的には最高位は公家︑ついで大名︑これを上と述べ︑下は武士・町
おもひの

人・下男に至るまで︑ということになる︒要するにあらゆる階層に渡って︑の意であろう︒

﹁これを詞し︑これを吟じて︑もってその懐を濾ぶ﹂︑﹁これを詞し﹂﹁これを吟じ﹂は漢文訓読の癖に従っ

てこのように書いただけで︑﹁これを﹂は︑漢文特有の助辞的用法で︑﹁調し︑吟じ﹂の意︒

﹁調する﹂は﹁ほのめかして言う︒遠まわしに言う︒それとなくあてこする︒﹂︵﹁広辞苑﹂第四版︑以下単に﹁広辞

苑﹄と︶の意に用いられる語のようである︒﹁吟ずる﹂は﹁⁝⁝詩歌などをうたう︒また︑詩歌をつくる﹂︵﹃広

辞苑﹂︶の意︒﹁懐を濾ぶ﹂は︑心の中にある﹁おもひ﹂を述べる︑と一応解しておく︒

﹁盛んなりと請いつくし﹂︑これも︑﹁盛んだと言ってよいであろう︑﹂ぐらいに一応解しておく︒この序

は寛文二年とあるので︑いわゆる貞門俳譜も末期に近い時期の叙述であるが︑事実であることは現存して
いる俳譜作品集・作法書の数を見ればわかるであろう︒
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ここでこの一文を挙げたのは︑江戸時代初期の俳譜の盛行を示す一例としてだけのものであるが︑｜方

ひさ

きわめてよく俳譜の特色をついた一文として︑前節で﹁根元的なもの﹂と述べたものを知る参考となると
思うので︑この一文に対する私解を述べてみたい︒

﹁俳譜は本邦の習俗にして︑その来ること尚し﹂の﹁尚し﹂は伝統注の﹁尚ハ久ナリ﹂︵諸橋﹃大漢和辞典﹄以

下単に﹃大漢和辞典﹄と︶に従って﹁久し﹂と同義と解しておく︒﹁故に上⁝︑下⁝に至るまで︑これを詞し︑こ

れを吟じて︑もってその懐を濾ぶ﹂とある︒

﹁調し﹂であるが︑﹃字統﹄には﹁︹詩序︺に﹁上は以て下を風化し︑下は以て上を風刺す﹂とある風を識

の義に用いる﹂とある︒﹁風化﹂は﹁①徳によって教化すること﹂︵﹃広辞苑﹄︶とある︒ここで﹁調し﹂の語を

用いたのは︑﹃詩経﹄が念頭にあって︑古代詩に似たものを感じとっての語であろうか︒﹁吟じ﹂は上述の

チヨ

﹁詩歌を作る﹂の意にとっておく︒

﹁懐を濾ぶ﹂︑﹁濾ぶ﹂の﹁濾﹂は﹃大漢和辞典﹄には︑﹁のべる﹂とあって﹃広雅﹄の﹁擴は野なり﹂他

おもう

の用例を載せている︒一方︑﹁野﹂を引くと︑﹁野は展なり﹂とある︒展開するの意︒

﹁懐﹂の字は﹃字統﹄によると︑本来は﹁死者の胸もとに涙を垂れて︑その死を哀惜する喪葬の儀礼を示

シ﹂︸めブ匂０

す字
字で
す
で︑︑⁝懐は死者を懐念する意より︑わが心に懐うこと︑ある情念・情操を心に懐抱し︑懐蔵すること
をいう﹂

一方﹁おもう﹂と訓ずる漢字を﹃大漢和辞典﹄の﹁字訓索引﹂でみると︑五十二字もあり︑この中から

その意を知る参考になりそうな字を挙げると︑思・想・意・感・憶・懐がある︒これらはすべて常用漢字

表に載る字なので︑何気なく使っているが︑それだけに︑﹁おもう﹂の語意がこれによってわかってくるの
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ではないか︒

おも

﹃字統﹄によれば︑﹁思﹂は上の﹁田﹂は頭脳の象形︑下の﹁心﹂は心臓の象形だそうである︒とすると︑

こころ

考えると感ずるとが合わさった情態か．﹁想﹂は﹁想いうかべる﹂とあり︑ある姿が心の中に浮かんでくる︒

﹁意﹂は﹁心意﹂とあり︑意味などという時の意︑意などの訓もある︒﹁感﹂は﹃説文﹄によれば﹁人の心

を動かすなり﹂とあるそうだが︑感動の語があるように感覚を通じての外界との交渉で内界に生じる動き

の意のようである︒﹁億﹂は﹁のち記憶・追憶・憶念の意に用いる﹂とあり︑﹁感﹂の逆で内界にあるもの

おもおもおも

が外界との交渉で生じる動きか︑﹁懐﹂は上述した︒

おもい

﹁思う﹂﹁想う﹂﹁意う﹂﹁感う﹂﹁憶う﹂︑これらは要するに内界に働いている︑生じている︑あるいは動

いている︑さらにはあ︵在︶るもので︑もしこれらの内容を総合したものが﹁懐﹂とするなら︑これをこと
おもい

ばとして展開するの意となろう︒﹃字統﹄では﹁懐抱し︑懐蔵することをいう﹂とある︒﹁懐﹂には﹁いだ

く﹂また﹁ふところ﹂の訓もある︒﹁懐を濾ぶ﹂の意をこのようにとれば︑これは詩の本義にかなった語と
もいえようか︒

もちろんこの一文を書いた本人は何気なくこのように書いただけのものであろう︒以上のことは勝手に

私解を述べただけである︒だが﹁根元的なもの﹂の解明の参考になれば︑と思って書いてみただけのこと

である︒私解はとにかくとして︑一方からいうとなかなか含蓄のある一文ともいえる︒

もう一つの用例を挙げてみる︒当時の百科辞典ともいうべき﹃和漢三才図会﹄の﹁誹︵俳︶譜﹂を引いて

おもにこそわび

ト今
コユ
７こ
Ⅱ 辿ふることを重荷とになひもてあふこなき社侘しかりけれ︒
古
人

みると︑つぎのようにある︒

識
滑
稽

誰識滑稽
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あん

いわゆる

ことば

これ

△按ずるに古今集に所謂誹譜体之歌是なり︒

な

あつ

ツクパ

これに准じて連歌に似て︑詞の俗なるものを誹譜之連歌と称す︒享禄・天文のころの人︑始めて

よく

これを為す︒荒木田ノ守武蕊蝋独吟ノ千句あり︒山崎宗鑑秀句を輯め︑犬筑波集嚴螺波を編す︒これ

さだま

らをもって権輿となす︒松永貞徳という者あり︒細川玄旨に師事して歌道を伝授︑かつ誹譜を善す︒

耐しぎ﹂

あかぞ

書を著す︒御傘世に行はる︒始めて句法を立つ︒これより百韻の格式定る︒大抵連歌式と同うして
たんせき

簡易なり︒而後︑立圃・正章・宗因が輩︑誹譜をもって世に鳴る者︑勝げて計ふくからず︑今︑世
に︑挙げて旦夕の遊興となす︒︵原漢文︶

これが当時の人の誹譜︵俳譜︶に対する常識的説明なのであろう︒﹁滑稽﹂とあって︑﹃古今集﹄の﹁誹譜

びん

あふこ

歌﹂の中の一首をまず挙げて︑﹁これに准じて﹂とある︒﹁人恋ふることを重荷と担ひもてあふこなきこそ

ざ﹂

わびしかりけれ﹂は﹁あふこ﹂を荷を担う道具の天秤棒をいう﹁枕﹂に﹁逢ふ期﹂を掛けた滑稽の歌だと
思われるが︑誹譜はこれに発するというのであろう︒

﹁これに准じて連歌に似て︑詞の俗なるものを誹譜之連歌と称す﹂とある︒連歌については︑この前に一

りゆうほまさあきら

項を設けて説明してある︒荒木田守武・山崎宗鑑を権輿︵始まり︶とし︑ついで松永貞徳を挙げている︒な

あかぞ

一七○四︶の俳譜作家の名がない︒﹁勝

お細川玄旨は幽斎︵藤孝︶︒その後俳譜で世に知られた作家として︑立圃・正章︵貞皇・宗因を挙げ︑その
他﹁誹譜をもって世に鳴る者︑勝げて計ふくらず﹂としている︒
これを見ると︑作家名を挙げてあるのは宗因までで元禄期︵ニハ八八

げて計ふくらず﹂の中にはいるか︒このことはしばらくおき︑ここで注目されるのは︑﹁今︑世に︑挙げて
旦夕︵朝夕・っねづね︶の遊興となす﹂の語である︒
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﹁遊興﹂は︑あそび．楽しみ︑の意にとれよう︒しかも﹁世に︑挙げて﹂とある︒その盛行が知られる︒

﹃誹譜小式﹄にある﹁盛んなりと謂ひつくし﹂はこれを見ると同時に遊びとしての流行を示すともいえよう︒

この点が現代の俳句・連句の流行と違うところといえようか︒

﹃和漢三才図会﹄を見ると︑作家名を挙げているのは宗因までである︒宗因と言えば︑周知のように︑世

にいう談林俳譜︵宗因風︶の盟主である︒俳譜史的に言えば︑談林俳譜の存在の史的意義は大きいが︑結局

は自滅ともいうべき形で終息︒宗因自身が談林俳譜から去ったのが延宝九年︵天和元年・ニハ八二ごろとされ
0

くらず﹂としたのは︑宗因までの俳譜の実情を述べ︑その後を省略した説明とも考えられてくる︒

に一歩譲って︑其角以外の俳人で世に知られた元禄俳人は多数存在したが︑これらすべてを﹁勝げて計ふ

当時の他書を見ればすぐわかるように元禄期における知名度の高い俳人と言えば其角であろうし︑かり

もし触れるとすればすくなくとも其角の名が挙げられてよい︑と思われる︒

としては芭蕉は知る人ぞ知ると言った存在で︑それほどの著名人ではない︒これに反し︑元禄期の俳譜に

中にはいるかとしたが︑もし同書完成時点正徳二年︵一七一二︶現在での俳譜の実情を述べたとすれば︑当時

前に不用意に元禄期における俳譜作家の名がない︒﹁誹譜をもって世に鳴る者︑勝げて計ふくからず﹂の

このあたりまでの俳譜の実情を述べたものとも考えられる︒

余年を要したとある・三十余年とある余年を考慮に入れるなら延宝九年は正徳二年より三十一年前である︒

﹁和漢三才図会﹄は寺島良安の著で︑正徳二年︵一七三︶の序があるが︑これを見ると︑その完成に三十

0

いまかりに︑﹃和漢三才図会﹄の説明を天和︵一六八一 一六八四︶ごろまでの俳譜の実情の説明ととると︑﹃誹
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フ

譜小式﹄は︑談林俳譜登場以前の俳譜の情況を述べたものということになる︒

﹃誹譜小式﹄の序では︑いきなり﹁誹譜は本邦の習俗にして﹂とある︒﹁習俗﹂は風習・風俗の意であろ

う︒その上に﹁本邦の﹂とあるから日本の風習・風俗だということになる︒風習・風俗は風の語が示すよ

うに自然発生的のものである︒しかも﹁来ること尚し﹂とある︒別な言い方をすれば︑ここに日本人の特
性があるのだ︑ということにもなろう︒

このことを思うと︑前節で述べた︑中学時代の思い出︑またセミナーでの連句会︑これがわかるような

気がする︒日本人にはこんなことをする特性︵習俗︶があり︑それがなお生きているということであろう︒

しかも﹁遊び﹂である︒あるいは楽しみと言ってもよい︒﹃和漢三才図会﹄では﹁旦夕の遊興となす﹂とあ

三芭蕉・其角

見られる︒

これは日本人という民族の民族的現象と言ってよいのではないか︒事実談林俳譜のあたりまでにはこれが

なる︒前に述べたように︑まさに﹁盛んなりと謂ひつくし﹂であり︑またまさに﹁旦夕の遊興﹂となる︒

があり︑これは日本人の根元に生きている︒これが江戸時代初期に俳譜という形となって爆発的な流行と

前節であえて︑連句と私のかかわりを述べた一つの理由はここにある︒日本人にはこのような﹁習俗﹂

0

前に﹁俳譜においては老翁が骨髄﹂の語を紹介したように︑芭蕉にとっては俳譜は﹁遊び﹂ではない︒

ーー

ーー

−フフ

る

江戸時代初期の俳譜を一括して貞門俳譜とよぶが︑これに談林俳諾を含めて︑これらは前節で述べたよう

に﹁遊び﹂である︒近著﹁其角と芭蕉と﹄で詳述したように︑﹁遊び﹂であり︑﹁楽しみ﹂であり︑そして

大流行した︒この民族現象をこれも最広義での詩現象と言えるので︑私はかりにこれを民族詩と名づけ︑

芭蕉俳譜を芸術詩とし︑前者の︑いまかりに民族詩と名づけた詩現象︑これの一層高度の展開を示した元
禄期︑これの代表的作家が其角であるとした︒

では︑芸術と﹁遊び﹂との相違はどこにあるのか︑ここで同書の一部を引用してみる︒

﹁あそび﹂の語は字引きでは︑﹁あそび︻遊筐とあって︑最初に﹁①思うことをして心を慰め

ること︒狩猟︑酒宴や行楽︑遊戯などで楽しむこと・﹂︵﹁日本国語大辞典﹂︶に始まり︑⑩義まで載る

が︑これを用例でみると︑﹃古事記﹄・﹃日本書紀﹄・﹃万葉集﹄では︑狩猟・行楽を﹁あそび﹂・

か

﹁あそぶ﹂とする例が多く︑平安時代になると︑詩歌・管弦・舞の例が多く︑一足とびに江戸時

代を見ると︑賭けごと・酒色にふけること︑の例が多い︒﹁仕事や勉強の合い間の休憩﹂が⑤と

して載り︑用例は﹁あそびの時間﹂とあるだけで出典名が載っていないが︑これは現代にその
まま通じるからであろう︒

この中で興味を引くのは︑平安時代の︑詩歌・管弦・舞を﹁あそび﹂と呼んだ用例である︒

現代では文芸・音楽・舞踊と芸術の中に入れられる︒ところで﹁芸術﹂を字引きで引くと︑﹁⁝

②鑑賞の対象となるものを人為的に創造する技術︒空間芸術︵建築・工芸・絵画︶︑時間的芸術︵音楽．

文芸︶︑総合的芸術︵オペラ・舞踊・演劇・映画︶など︒⁝﹂︵﹁日本国語大辞塁︶とある︒

いま︑この説明の中の﹁人為的﹂の語に目をつけて︑芸術と﹁あそび﹂はどこで区別される
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のか︑を考えてみると︑一つ言えることは︑意志力の介入の仕方にある︒芸術は作品にするこ

とが目的化され︑意志力がこれに集中する︒これに対して﹁あそび﹂は︑文字通り﹁思うこと

をして心を慰めること﹂で︑意志力は副次的に働くだけで︑芸術行動の場合のように︑目的化
された作品完成のために集中的に意志力が働くことがない︒

﹁文芸︵文学ともこが﹁あそび﹂から芸術に変わった時代を区切るとすれば︑﹁あそび﹂の語の︑

字引きの説明にあるように︑日本文学史では平安時代と鎌倉時代︑しかも院政期を含めた鎌倉

時代ということになろうか︒韻文詩史で言えば︑﹃新古今集﹄などは芸術詩に変わった典型例と
いシえ十雷つ︒

ききく

おりく

これは︑﹁数はすぐないが﹂と断って︑其角の句に見られる回文︵かいぶん︑かいもんとも︑上から読んでも下から読ん

でも同じに読める句︶︑聞句︵句の切り方︑てにをはのとり方によって二重義となる句︶︑折句︵ある意味のある語を五七五のそれぞれの頭に

置いて一句とする︶などの其角の発句を示し︑明らかに﹁遊び﹂の句ではあるが︑このことを抜きにしても興味

この

深く読める句︑あるいはこれがあるゆえに甚だ興味深く読める句を示して︑芸術詩と﹁遊び﹂の句︵最広義
での詩︶との相違を述べた一節である︒

ここで芸術詩と書いたのは︑芭蕉は自ら告白しているように︑﹁此一筋﹂︵俳句を作る︶に生きる︵蚕の小文﹄

冒頭の一文︶︑これに終始した作家で︑その結果に成った作品の意である︒このような作家の登場はこれまた

芭蕉が自ら言っているように︑和歌では西行︑連歌では宗祇︑絵では雪舟︑これに茶道の利休︑これらの

人に共通に見られるもので︑これは院政期以降に見られる︒ここでいう芸術家である︒

これに対して︑かりに民族詩とよんで︑芸術詩と区別した詩現象は︑﹁習俗﹂であり︑その時代における
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自然発生の現象であり︑そして﹁遊び﹂である︒﹁思うことをして心を慰めること﹂である︒

五・六年前のことであろうか︑﹁遊び﹂というテーマで︑各方面からの専門研究者に依頼しての公開講座

を︑これも同じ大学で行ったことがある︒そのとき﹁遊びとしての俳譜﹂という題で︑上述のような一連

の発句を前に学内で話したことを知っていた係りの人が︑その時の話でよいから︑やってくれないか︑と
言われ︑私もその一員に加わったことがある︒

そのとき面白い質問が出た︒私は︑其角のこれらの発句を示して︑俳譜は本来︑このような遊びであり︑

慰みであったものが芭蕉の登場により芸術詩となり︑これが変遷を重ねて︑今日の俳句となったもので︑

現代俳句はこの芸術詩を志向している︒ここが芭蕉登場以前の発句と異なるところで︑私はこれをかりに

民族詩とよび︑これの高度の展開を示した作家が其角である︒この其角を研究している︑と言った趣旨で
話を結んだことに対しての質問である︒

お話の趣旨はよくわかった︒だが︑現代俳句もまた︑本当のところはここでいう遊びなのではないか︑

との質問である︒とっさのことでもあり︑時間との関係もあり︑たしかにそうも言えるが︑必ずしもそう

はいえない︑と一応答え︑もっともの質問と受けとり︑正岡子規以降︑芸術意識で︑俳句を作っているが︑

事実は﹁遊び﹂の要素が加わってのものが多く︑ただ意識されないだけで︑しかもこの事実は歴史の示す
通り現在も生きていると思う︑と言った趣旨の答えをしたように思う︒

質問者の言わんとするところは︑現代俳句の隆盛を見ると︑多くの結社にわかれ︑それぞれに芸術意識

をもって作句に励んでいるが︑この一人ひとりを見るとき︑これらの人びとは︑句会あるいは吟行に参加

するなどこれが楽しみでやっている︑これは︑いまここでいう﹁遊び﹂ではないか︑つまり今日の俳句の
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隆盛はこれに支えられてのものではないか︑というのであろう︒

これに対しての答えとしては上述のとっさの答えはことばが足らな過ぎる︒前に中学校時代の思い出を

書いたが︑そしてこれは連句についてであるが︑俳句にも同様のことが言える日本人の根元的なものが働

いて︑今日の俳句の流行を招いているのであろう︒本来︑俳句は俳譜︵連句︶の発句である︒

一体芸術というと無条件にこれを肯定する︑これもまた無視し得ない現代の事実である︒不用意に正岡

子規以降︑芸術意識をもっての作句と述べたが︑これは別な言い方をすれば西欧の詩意識によって︑発句

が俳句の名の下に独立した短詩として生まれ変わったともいえるであろう︒従って︑このことは本稿でい

う芸術行動︑これを俳譜に限って言えば︑芭蕉の登場によって芸術詩となる︒しかし︑これはこの下地が
あったので︑このことが可能となったともいえよう︒

だが︑それよりも前に︑いま述べた根元的なもの︑﹃誹譜小式﹂のいう﹁習俗﹂がその基層にあってのも
のであろう︒

四俳譜の沿革

一昨年刊行された﹃俳文学大辞典﹄の﹁俳譜﹂の項を引いてみると︑﹁誹譜とも﹂とあり︑俳譜の語義を

﹁俳﹂は滑稽︑﹁譜﹂は和合で︑原義は戯れの言辞の意とし︑一方﹁誹﹂は音上︑そしるの意で︑﹃古今集﹄

の﹁誹譜歌﹂の﹁誹譜﹂の語義の平安末期から鎌倉時代にかけての歌論書の解釈を示し︑さらに二条良基

の﹁俳譜﹂﹁誹譜﹂の用例より︑﹁要するに︑⁝貴族的優美の正統から外れた滑稽異端の連歌が﹁俳譜之連
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歌﹂ということになる﹂とある︒

さかのぽ

つ
で﹁
﹁沿
沿革
革﹂
一と
とああ一って︑やや長文になるが︑極めて興味深い︑その根元に遡っての解説があるので︑
つい
いで
その全文を揚げてみる︒

︹沿革︺機知の応酬による唱和の源流は︑遠く古代の歌垣に遡る︒歌垣は歌掛け︑つまり古代社会

の求婚の場で行われた男女間の歌の掛合い︵歌合戦︶で︑歌掛けの習俗は︑中国南部の照葉樹林帯か

ことだま

ら焼畑農耕文化に伴って渡来したものという︒﹃古事記﹄﹃日本書記﹄﹃万葉集﹄や﹃風土記﹄の類に

は︑言霊信仰にもとづく言い負かし合いの機知を伴い︑求婚儀礼や農耕予祝の場で酬和された歌謡

しゆうれん

すぐ

が神話と絡めた形で記録されている︒詩形は︑不定形や片歌の唱和から︑和歌の上の句と下の句の
ぽう

ーノ

唱和へと収敵してゆくが︑それを貴族社会の社交生活の場へ掬い上げたものが短連歌である︒連歌

は長連歌への展開に伴ってその性格を一変し︑幽玄を標傍する本意の文芸として完成をとげた︒﹁俳

謂之連歌﹂の誕生は︑連歌の始原ともいうべき古代の唱和の機知的朗笑性を回復したものといえる︒

ひな

諸種の徴標によれば︑それは文学史の裏面で︑信仰の場を中心に地方庶民の間に担われ続けてきた
夷ぶりの連歌が︑初めて市民権を獲得したものといってもいい︒

﹁機知の応酬による唱和の源流は︑遠く古代の歌垣に遡る﹂とある︒俳譜の特色を﹁機知の応酬による唱

和﹂とし︑その﹁源流﹂を求めると﹁遠く古代の歌垣に遡る﹂としている︒そして︑その﹁歌垣は歌掛け︑

つまり古代社会の求婚の場で行われた男女間の歌の掛け合い︵歌合戦︶で︑歌掛けの習俗は︑中国南部の照

葉樹林帯から焼畑農耕文化に伴って渡来したものという﹂とある︒日本の古代に見られる﹁歌垣﹂の習俗

は︑﹁中国南部の照葉樹林帯から焼畑農耕文化に伴って渡来したものという﹂とあるので︑これが現代の定
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説となっている﹁歌垣﹂の習俗に対する見解なのであろう︒
ことだま

さらに
に︑
︑ヨ
ヨ古
古事
事記
記﹄
﹄﹃日本書紀﹄﹃万葉集﹄や﹁風土記﹄類には︑言霊信仰にもとづく言い負かし合いの

機知を
を伴
伴い
い︑
︑求
求婚
婚儀
儀割礼や農耕予祝の場で酬和された歌謡が神話と絡めた形で記録されている﹂とある︒こ
れは事実と言えよう︒

﹁言霊信仰にもとづく言い負かし合いの機知﹂︒歌垣における歌合戦はたしかにこれがあることも事実で

あろう︒従って︑これを﹁伴﹂ってという条件の下で︑﹁求婚儀礼や農耕予祝の場で酬和された歌謡﹂︑これ

が﹁神話と絡めた形で記録されている﹂︒たしかにこのようにいうこともできよう︒

﹁詩形は︑不定形蒔に︑長歌であり︑また短歌であり︑さらにはこれらとも異なる韻文形の意︶や片歌の唱和から︑和歌の上

の句と下の句の唱和へと収數されてゆくが︑それを貴族社会の社交生活の場へ掬い上げたものが短連歌で
ある﹂︑たしかにこのようにいうことができると思う︒

﹁連歌は長連歌への展開に伴ってその性格を一変し︑幽玄を標傍する本意の文芸として完成をとげた﹂︑

宗祇の連歌などが念頭にあっての語であろう︒たしかに一つの完成といえよう︒しかも﹁幽玄を標傍する
本意の文芸として﹂である︒これもまた誰もが納得する事実と言えよう︒

興味深いのは次下の文である︒﹁﹁誹譜之連歌﹂の誕生は︑連歌の始原ともいうべき古代の唱和の機知的

朗笑性を回復したものといえる﹂︑これを読むと︑前に挙げた﹃誹譜小式﹄の序文︑﹁誹譜は本邦の習俗に
して︑その来ること尚し﹂の語の意が深みを増す︒
ひな

さらに続けて﹁諸種の徴標によれば︑それは文学史の裏面で︑信仰の場を中心に地方庶民の間に担われ

続けてきた夷ぶりの連歌が︑初めて市民権を獲得したものといってもいい﹂とある︒
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﹃誹譜小式﹄の﹁盛んなりと謂ひつくし﹂︑﹃和漢三才図会﹂の﹁世に挙げて旦夕の遊興となす﹂は︑この

ような﹁沿革﹂を知ると︑﹁遠く古代の歌垣に遡る﹂︑そしてここに見る﹁機知の応酬による唱和の源流﹂
が︑﹁初めて市民権を獲得した﹂姿と言えよう︒

文献で見るかぎり︑またこれ以外に知ることはできないが︑歌垣は︑﹁男女間の歌の掛け合い︵歌合戦︶﹂︑

しかし﹁農耕予祝の場で﹂のそれもあり︑これらは一言で言えば﹁習俗﹂であるにせよ︑ここに人間の根

元現象ともいうべきものが見られるのではないか︒しかも︑ここには文字登場以前の人間の姿をかいまみ
ることができるのではないか︒

文字登場以前にも長い﹁話しことば﹂だけの時代があったに違いない︒口承文学の名の下に︑これは民

俗学等の対象となっているが︑歌垣だけを例に挙げても︑これは平安時代には本来の性格を失って儀式化

したものになる一方︑地方にあってはなおこの遺風が見られることは歌謡研究家によって指摘されている︒

歌垣だけで考えてみると︑これは中国南部の照葉樹林帯から焼畑農耕文化に伴って渡来したものとすれ

ば︑日本人も後に加えられるこれら人びとの中にあった習俗と言ってもよいであろう︒これが日本にあっ
ては平安時代に儀式化したものになる︒

一方︑詩歌・管弦・舞が平安時代には﹁あそび﹂となる︒ところでこれらのものは︑さらに時代を遡る

と︑これらも神事として行われたものであろう︒とすると歌垣もまたさらに遡れば神事であったのであろ

う︒これらについては一層の考究を必要とするであろうが︑詩歌・管弦・舞が古代にあっては神事であっ
たものが平安時代には﹁あそび﹂になり︑さらに院政期以降芸術となる︒

これらを図式化すれば︑古代にあっては神事とあったものが︑儀式となり︑また﹁あそび﹂となり︑ま
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たあるものは別のことばで言えば行事となる︒そしてこれを韻文に限ればさらに芸術詩となる︒これをさ

らに絞って﹁幾知の応酬による唱和﹂しかも韻文による唱和︑これは古代における神事︑これが幾変遷し︑

歌垣などに見る広義の習俗の一つ︵儀式︶ともなり︑さらには短連歌となり︑長連歌となり︑ここで﹁幽玄﹂
の語に象徴される芸術詩となる︒

だが︑別のことばで言えばその裏側に︑高雅に対するいわば低俗︑これが習俗として生きていた︒神事

の名残りをとどめる﹁夷ぶりの連歌﹂が﹁初めて市民権を獲得﹂︑これが江戸初期の俳譜の盛行ということ
になろうか︒

をやっていることで知られるように︑一方では神事であったことも諸資料で知られる︒このような﹁文学
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きわめて簡潔にまとめた一文なので︑﹁夷ぶりの連歌﹂といきなり言われても︑わかりにくいかも知れな
いので︑ここで二例を挙げて説明してみる︒

﹁太平記﹄によれば︑楠木正成が千早城にたてこもって北条氏の大軍と戦う︒北条氏の大軍は攻めあぐね

このころ

て︑
て
︑い
いエわゆる兵糧攻めに作戦計画を変更する︒こうなると兵士は退屈をもてあます︒このときに．万句
の連歌﹂ をやる︒

これとほぼ同時期の︑当時の記録書﹃建武年間記﹄に﹁此比都ニハャル物﹂とあって︑﹁京・鎌倉ヲコキ

マゼテ︑一座ソロハヌヱセ連歌︒在々所々ノ歌連歌﹂とある︒歌連歌は正規の連歌でないものをあざけっ

0

ての語である︒その他いくらでも例証の挙げられる﹁夷ぶり︵田舎風︶の連歌﹂はその﹁裏面﹂で流行して
た

また︑﹁信仰の場を中心に﹂とあるのは︑最もいい例としては︑明智光秀が本能寺の変の前に︑祈祷連歌

い

史の裏面﹂の﹁夷ぶりの連歌﹂が︑江戸時代に入って﹁市民権を獲得した﹂の意である︒

前に﹃俳譜小式﹄の序文の﹁懐を濾ぶ﹂の語に︑私解を提供して︑詩の本義にかなった語ではないか︑

としたが︑これはまたこのようにみてくると︑古代からの人間現象ともいえよう︒まさに﹁本邦の習俗﹂

ふし

であり︑さらに言えば︑これは人間という生きもののもつ本来の現象ともいえよう︒﹁根元的なもの﹂と言
ァえつつ○

前に文字登場以前の﹁話しことば﹂だけの時代について触れたが︑歌謡の語が示すように節をもってう

たわれた︒つまり韻文︵最広義の詩︶があった︒これは現代でも文字と疎遠の農民・漁民の中に民謡が残存し

ているし︑また個人史で言えばまだ文字を知らない子ども時代の童謡を思い起こせば知られよう︒ついで

〃上

にいう
皿は︑相手があって︑これに話しかけるものでもあるが︑またどれほどひとり言をっ
に
うな
なら
らば
ば︑
︑こ
こととばば
ぶやいてもいることか︒

民謡・童謡はあるものは固定化されて伝承されているものが多いが︑これらもかっての誰かが呼びかけ
た語︑ただし韻文で︑であり︑またひとりごとであったともいえる︒

こた

このことはともかく︑俳句・連句は︑幾変還して今日に至ったもので︑これを江戸時代の俳譜で見れば︑

発句はこの話しかけであり︑これに応える︑そしてその応えがまた話しかけとなって︑さらにこれに応え
る︑という︑これが根元にあっての江戸時代の現象といえようか︒

一方︑現代の俳句は︑これだけで独立した短詩となったのは︑このことばのもつもう一つの特色︑ひと
りごとにその根元が求められようか︒

さて︑このように考えてくると︑最初のところに述べた︑中学校時代の思い出︑また箱根での連句会で
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感じたこと︑これらに私は人間にとっての根元的なものを感じとったことも納得されるような気がする︒

そして﹁連句年鑑﹄のグループ数はさらに増えるであろう︑という予感も当然のことかとも考えられてく
る︒江戸初期の俳譜の流行の復活と考えるならば︑である︒

ただ︑江戸時代初期の俳譜の流行が︑たまたま時の流れの中で﹁市民権﹂を得ただけのこととも言える︒

だが︑このような流行をなす言わば底辺があったので︑すでに述べたように︑芸術詩作家芭蕉の登場もあ
り得たともいえよう︒

だが︑時の流れといま述べたが︑ここで私見を述べさせていただければ︑たった一つ現代と当時とで似

た条件がある︒内乱と外国との戦争︑という違いはあるにせよ︑戦争の終息︑その意味での平和︑たとえ

外見だけであるにせよ︑この点において似ている︒俳句・連句の復活にはこの条件がそうさせているとい
声えだａいか０

そうは言っても︑江戸時代初期と現代とはその他の点で時代状況に大きな相違がある︒その一つに︑明

治以降の西欧の影響による近代詩の登場がある︒上述の意での﹁懐ひを濾ぶ﹂の点では同じと言えるであ

ろうが︑また芸術詩という観点から言えば芭蕉の登場と同じと言えるかも知れないが︑とくに口語自由詩

という形で発達している近代詩がどのように現代連句に影響を与えるか︑ということがある︒

だが︑つぎのようなことだけは言えるであろう︒﹃誹譜小式﹄で奇しくも言っているように︑﹁誹譜は本

邦の習俗にして︑その来ること尚し﹂を最広義にとれば︑すでに述べてきたことで︑文字登場以前の﹁機

知の応酬による唱和は︑遠く古代﹂に﹁遡る﹂ことができる︒これはかりに﹁夷ぶり﹂としての底流であ

るにせよ︑芸術詩とは異なった本稿でいう民族詩︑これは根元的なものであり︑自然発生的なものである︒
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芸術詩は︑日本では院政期以降に見る現象としたが︑正確に言えば文字登場以降というべきであろう︒

だが︑﹁芸術は作品にすることが目的化され︑意志力がこれに集中する﹂ところに特色があるとすれば︑こ
かみ

しも

れが明確に見え始めるのが︑院政期なので︑ここに一線を引いてみただけのことでもある︒

たまたま時を得て︑江戸時代初期になって﹁上：．より下．：に至るまで﹂の流行となるが︑もともとこれ

はこのようになる底流があったからで︑現代の連句の復活もこれと同じ民族現象と思えるが︑以上に述べ
たような時代の相違がある︒

﹃連句年鑑﹄平成八年版に︑名古則子氏による．九九一年度行った作法・式目に関するアンケート報告﹂

勺つ

によると︑大体において伝統的作法・式目に従っているようであるが︑中にはこれを無視している解答も
ある︒これらの中から新しい作法・式目が生まれる可能性もある︒

このことはとにかくとして︑このアンケートの中に﹁自他論﹂についての集計表がある︒ここで話題を
換えてこのことについて述べて本稿の終わりとしたい︒

五﹁三句の渡り﹂について

一の
の節
節で
で述
述べ
べ一
た ように︑連句をいわば遊びでやっていたときの連句についての知識は︑﹃俳譜文庫﹄﹁付

合作法
法全
全集
集﹂
﹂のの
琴巻末に載る︑﹁︵松宇参訂ごとある﹁俳譜歌仙式図解﹂であったことを述べたが︑いまこれ
を紹介してみる︒

一ブブー

俳譜歌仙式図解

多ク韻字留一一ス

冬
脇句
五古
往莅
世春
春夏
夏秋
秋冬
第三鴬莅春雑又夏ニテモ秋袋詞勺輌消雑又冬ニテモ

平句ニナラザル様テ留︑ラン留︑モナシ留︑
丈高ク作ルベシ二留︑ナレャ留︑韻字留︑

月ノ定座

前一一月ノ出ル時ハ外ノ季ニテスベシ月ナキ秋ハ素秋トテ忌ム

久︑

春

四句目雑雑雑雑
五句目秋秋夏秋

折端秋秋同澪分宕︵三句秋

ノ▲

発

是迄ヲ表ト云神祗︑釈教︑恋︑無常︑名所︑地名ヲ忌ム但都卜富士トハ苦シカラズ

秋前句ノ季二従フ

是ョリ初裏ト云

一此所夏冬ノ内出スベシ又恋ノ句アルベ

秋前一一サシ合アレバ後二醜ス事アリ又前へ引揚ル事アリ

ン

J
L

ニ雑一
回

月ノ定座

湘

同同同

雑秋秋

一弐4−

脇発表

六五四

卜九八七

花ノ定座

十一春春 禮仁潭訓娠鰄一矧鵜刎椿院却匪調評走醗窄事ァⅡ
十二春

定
座

一

此所夏冬ノ季ヲ出スベシ又恋ノ句アルベシ

一春但前季ニョル

ノ

是ョリ名残ノ裏ト云

二一月

花ノ定座

春揚句卜云

春匂ヒノ花卜云又名残ノ花卜云会席ニョリ香ヲ焚事アリ

同同雑秋

︵松宇参訂︶
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是ョリニノ表卜云
同 同同同同同同同雑

秋秋

十九八七六五四三二一

十十
四三二一
六戸

し

こうかん

かつ

﹃俳譜文庫﹂の﹁付合作法全集﹂の序文を読むと︑﹃貞享式海印録﹂は︑付合の評釈には︑﹁親切に且尽せ

るもの﹂として他書に﹁若くものなし﹂と述べ︑ただあまりにも﹁浩潮﹂のゆえ︑紙数の関係で入れなかっ

た︑とある︒また︑この前に︑﹁句数去嫌﹂および﹁七部集連句早見﹂とあって︑七部集に﹃深川﹄を加え

た作品例の一覧表が載る︒松宇が過去の作品および作法書から帰納した苦心の作であろう︒

本稿を読まれる方は連句の実作をなさっておられる方々であろうから︑これについての説明は省略する

が︑この中で﹁都卜富士トハ苦シカラズ﹂の裏づけ資料が私には得られないだけで他はすべて伝統資料に
基づく松宇独得の簡潔なまとめ方と言ってよい︑と思われる︒

まづおのれかたちくらゐ

去来が其角の芭蕉の作風に従わないことを難じて芭蕉に尋ねたときの芭蕉の答えが﹃菊の香﹄颪国編元

禄十．一六九七︑序︶に載っている︒その中で﹁天下に師たるものは︑先己が形・位を定めざれば人おもむく処

なし﹂と述べている︒当時︑其角は江戸にあって著名の作家︑従ってこれに教えを乞う人も多かったであ

ろう︒これらの人に﹁己が形・位﹂︑私はこのようにやって行く︑と一応の目安となる形︑また立場を定め
ておかないと︑これについて行けない︑の意であろう︒

清水瓢左先生と一巻巻いて︑はじめて連句なるものを知った︒と前に書いたが︑これは先生に﹁己が形．

位﹂が定まっていたからであろう︒前の先生の場合でも厳しい習練に耐えて︑それなりの力量の作家とな

れば︑これに﹁発句十分位﹂とある︑その座で十分ぐらいで成って︑さらに脇は﹁五分位﹂で進めて行け
たのであろう︒

とき
き︑︑
このと
蔀瓢左先生から自他場による﹁三句の渡り﹂について教えていただいた︒もちろん︑発句にっ

また
た脇脇
いて︑ま
︵の付方︑さらに第三の詠み方︑平句の付合︑揚句︑また花の句・月の句もお教えいただいた︒
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これらについても述べておきたいことは多いが︑ここでは﹁三句の渡り﹂についてのみ述べる︒

最初に教えていただいたとき︑ふと﹃猿蓑﹄の﹁灰汁桶の﹂の巻の

まや

鶯の音にだびら雪降る凡兆
のりだかひな
乗出して肱に余る春の駒去来
摩耶が高根に雲のか蔓れる野水

が思い出され︑この場合打越も付句も明らかに先生のいう場の句で︑これは輪廻ではないか︑と質問した︒

先生のお答えは︑自他場論は一応の目安であって︑句がすぐれている場合は︑その句が優先する︑とい
うことであった︒このお答えで納得が行った︒

後で知ったことであるが︑これは︑景気二句のあとは必ず起情の句︑つまり情の句という鉄則があり︑

これは連歌時代も同様である︒この場合景気二句ではないが︑景気二句続きのあとさらに景気は打越に戻
るがゆえであろう︒とすれば芭蕉は承知の上であえて認容したのであろう︒

今にして思うに︑打越は同じ景気の句にしても動的であり︑付句はこれに対して静︑しかも﹁摩耶﹂は

山名であるが︑同時に釈尊の母親の名︑特別の語感がある︒もちろんそんなことを考えての認容ではない

であろう︒瓢左先生のいう句がすぐれている場合は︑その句が優先する好例と言えるであろう︒

くる

その後︑つぎのような質問をしたことがある︒同じ﹃猿蓑﹄の﹁鳶の羽も﹂の巻の
なきしまひ

火ともしに暮れば登る峰の寺去来

ほと蛍ぎす皆鳴仕舞たり芭蕉
やせぽね

おきなほ

痩骨のまだ起直る力なき史邦
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あるいは﹃炭俵﹄の﹁空豆の﹂の巻の
ゆく

家のながれたあとを見に行利牛
どじやうじる

鯲汁わかいものよりよくなりて芭蕉
かひおき

いつｎ〃

茶の買置をさげて売出す孤屋
などの句を挙げて︑ともに︑自・自の句ではないかと︒

そのときの先生の答えは︑自他場は蕉門の北枝の考案に発するもので︑芭蕉自身はこれを知らなかった

重実は芭蕉は北枝から聞いていたと思われるが︶︒従って芭蕉の作品をこれで律しようとすると︑右のような句もある

が︑われわれは自他場による三句の渡りを知ったのであるから︑これによって輪廻を避けることができる︒
ここに自他場の意味がある︒

このとき︑私は思った︒瓢左先生は根津芦丈の高弟の一人である︒輪廻を避ける方法として北枝よりの

伝統で︑自他場論を守って今日に至った︒ここに長い間の経験という重みがある︒これがこのような説得

力を生むのであろうと︒この点が︑上述の﹁︵松宇参訂この一覧表ではいま一つ服に落ちないものがあっ
た理由であろうと︒

同時に︑私が思ったことは︑同様のことは︑他派にはまたこれと異なった輪廻を避ける方法があったの

ではないか︒私は前にも述べたように︑其角に関心をもち︑これを研究していたので︑これの流れの伝統
いづ

に従っての連句作家の別な基準もあったのではないか︑ということである︒

その

あわせ

其角は自編の上述の﹃末若葉﹄の中で︑﹁句は⁝⁝日夜にわき出るものなれば一句ノ︑の新古は見ん人も

思ひゅるさるべし︒さしあひ︒輪廻ま蛍あり︒それも其一句の死活を考へ合て見ゆるしあるべし﹂︑と述べ
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ている︒

﹁新古﹂とあるのは︑当時は新風を求めて俳譜活動が行われていたので︑古風は嫌われる時代であったの

であえてこのように述べたのだが︑そのあとで﹁さしあひ・輪廻ま皇あり﹂と述べ︑﹁見ゆるしあるべし﹂

と断っている︒その理由は﹁句は︒：⁝日夜にわき出るものなれば﹂というのである︒

これを見ると︑其角は﹁さしあひ・輪廻﹂にこだわらない立場をとっていたことが知られる︒だが︑こ

れを逆に見れば︑当時︑やはり誰の目から見ても︑﹁さしあひ﹂であり︑﹁輪廻﹂であるものがあったに違

いなく︑其角もそれを承知していたからこそ︑﹁見ゆるしあるべし﹂と言っていることがわかる︒

﹁さしあひ・輪廻ま蚤あり﹂とある︒﹁ま鼻あり﹂とあるから︑そうでないとき︑﹁さしあひ・輪廻﹂はも

ちろん避けていたのであろう︒とすれば︑其角が﹁さしあひ﹂・﹁輪廻﹂としたものはどのような場合を言っ
たのか︒

このようなことを私なりに問題にしていたとき偶然にも気づいたのが﹃二弟準縄﹄に載る﹁付合十体﹂

である︒これは前から読んではいたが︑このことが私自身の問題になっていて︑あらためてこの書を見た
ときこれだなと私なりに読めてきた︒
けい

﹃二弟準縄﹄とある二弟は其角︑嵐雪である︒通常︑この種の書は秘伝として口頭で伝え︑従って他言無

用と断って秘書として写本で現代に残っているものであるが︑序文にある珪山の言によればこれをあえて
公刊したもののようである︒

珪山は蓼太門の作家であるが︑一派に偏することのない広い視野をもった論客として知られ︑これは序

文を読んでも感じとれるが︑日付は安永二年︵一七七三︶二月とある︒其角・嵐雪の没年がともに宝永四年︵一
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七○七︶なので︑六十九年後である︒従ってこのころ其角・嵐雪の言として伝わっていたものと知られる︒

もちろんこの種の本としての特長で︑芭蕉から直伝の旨の其角の嵐雪の識語があるが︑本書を読むと︑

すべてが其角・嵐雪の直接の言ではない当時のその名を借りての通説と思われるところがあるにせよ︑其

角・嵐雪の言に発すると思われるものが多い︒とくに﹁付合十体﹂は其角の言を思わせる特異性をもつ︒
ゆう

以下にこれを紹介してみたい︒なお︑これは前に述べた共著で出版した﹃連句読本﹄でもすでに言及し

たものであるが︑この書では﹁三句の渡り﹂の項で︑体付・用付の連歌から伝統︑また連歌諭書に見える

つけかた

輪廻規定︑さら俳譜作法書に見る蓼太の説︑几董の説︑支考の説︑またこれをもとに一層具体的に詳説し

た﹃貞享式海印録﹄︑また清水瓢左先生から教えていただいた自他場論を﹁付方自他伝﹂として︑北枝の説

を挙げて︑これに補足する形で紹介︑そのあとに︑江戸蕉門の﹁三句の渡り﹂として︑ヨニ弟準縄﹄の付

合論﹂の小見出しで結論だけを簡単に紹介した︒従って同書をお読みの方はその概要は御承知かと思うが︑

これは前述のような経緯のあとで気づいたものでゞもうすこしことばを加えて説明してみたい︒
にししゆうわかとう

なか

なり

﹁宝晋斎其角伝付合十体の証句﹂とあってつぎのように載る︒
ぱなし

西衆の若党つる参草まくら
おどりはく

虚むかし咄に野郎泣する
きぬ入ｌ＼は宵の躍の箔を着て
でんにいわく

けんとうまじへ

これ

伝日︑打越は実にして西国の侍衆参勤交代の道中也︒付句︵ここでは前句をいう︶より転じ来て︑躍装束の

ま参のきぬ／＼は牽頭交の大一座︑是虚也︒

これだけではよくわからない︒つぎに
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おききき

はづ

ほととぎす

近江の田うへ美濃に恥らん

実とく起て間がちにせん郭公
船に茶の湯の浦あはれ也
ねものがたり

しほまち

伝日︑打越は虚にして美濃と近江の寝物語也︒付句より転じ来てやんごとなき人の汐待のか当り船︑
是実なり
と幸める︒

虚実というと︑空虚と充実とか︑うそとまこととか︑その他いろいろの意になるのでわかりにくいが︑

実の方の用例と説明を見るとわかる︒﹁船に茶の湯の浦あはれ也﹂は︑﹁やんごとなき人の汐待のか負り舟﹂

はづ

と
して
てい
いる
るが
が︑
︑い
い季ずれにしても︑船中での茶の湯︑これはいま行われている景である︒これを実と言っ
と解し
ていることがわかる︒

これに対して打越の﹁近江の田うへ美濃に恥らん﹂は︑﹁美濃と近江の寝物語﹂とあるように︑田植はそ

の風習がところによって異なる︑この一般的事実を詠んでいる︑これを虚と言っていることがわかる︒こ
れは輪廻とならない︑という説明である︒

このことを手がかりに︑前の文を読むと︑打越の﹁西衆の若党っ塾る草まくら﹂は﹁西国の侍衆参勤交

代の道中也﹂は︑九州あたりの大名が江戸へまで出てくる際に︑ときには︑このような野泊︑解釈はいろ

いろとなろうが︑これは実景︑これに対して付句﹁きぬた＼は宵の躍の箔を着て﹂は﹁躍装束のま蚤牽頭

交の大一座﹂︑大尽遊びか︑牽頭は請間︑これも加わっての大一座︑おどり衣装のまま︑きぬ入︑の別れ︑

というのであろう︑これは﹁牽頭交の大一座﹂の場合の一般的事実を述べもの︑という説明と思われる︒
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﹃深川﹄︑﹁洗足に﹂の巻に載る三句︑および﹃丙寅初懐紙﹄の﹁日の春を﹂の巻に載る三句であるが︑こ

こで解したような意味での虚実とすれば︑いくらでも例は挙げられる﹁付方自他伝﹂の自他の判別に苦し
む部分が解消する︒

二例を
をあ
あげ
げる
る︒
︒一
﹃ひさご﹄の﹁木のもとに﹂の巻の

わが

仮の持仏にむかふ念仏
すわのみ
中々に土間に居れば蚤もなし
我名は里のなぶりもの也
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打越は自の句とするか他の句とするか︑もし自の句ととれば︑付句の明らかな自の句と障る︒上述のよう

かたくな

なるらん

な意での虚実でみれば︑打越は実︑付句は虚︑問題なく障らないことになる︒
たつかゆみ

同じ巻の

手束弓紀の関守が頑に

くれ

酒ではげたるあたま成覧
すご

双六の目をのぞくまで暮か鼻り

おし

火おかぬ巨燵亡人を見ん

こたつなきひと

捨られてくねるか鴛鴦のはなれ烏

すて

うきははたちを越る三平

こゆマルガホ

付句を自ととるか他ととるか︑虚実でいえば打越は虚︑付句は実︑障らない︒
つぎに

自

ながき

︾﹂１し

なき

打越
越は
は他他痒にして︑はたち越ても縁遠き醜婦也︒付句より転じ来て︑亡人を見んといひしやもめ
伝日︑打
にもち

ぐらし︑是自也︒

荷持ひとりにいとヌ永日

他こち風の又西になり北になり
わか手に脈を大事がらる参

伝日︑打越は自にして紀三井をかけての大和めぐりなり︒付句より転じ来て脈を大事がらるらは風雨
暑寒に常ならぬ病身と見たる︑是他なり︒
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シ王める︒

これは﹁付方自他伝﹂の自・他とまったく同じである︒前者は﹃冬の日﹄の﹁炭売の﹂の巻の三句︑後

は﹃
者は
壼続猿蓑﹄の﹁猿蓑に﹂の巻に載る句︒ただここに自他の判別の一つの基準が見られるところが参考
になる︒

他の句の方をさきに見ると︑﹁うきははたちを越る三平﹂︑﹁わが手に脈を大事がらると︑後の句は﹁大

事がらる参る﹂と尊敬語を使ってあるから他とわかる︒前の句は﹁三平﹂とある︒これがかりにこの句を

詠んだ人がそうなのでこのように詠んだとしてもこれは他の句となる︒というのは︑かりに﹁われははた

ちをこゆる三平﹂とはっきりと一人称を表す主語があれば自の句となるが︑それがないので︑この句の主

0

語は﹁三平﹂の人となるからである︒これはすべての人に通用しない︑従ってこのような場合は他の句と
るは

自の句︑﹁火おかぬ巨燵亡人を見む﹂︑﹁荷持ひとりにいとど永き日﹂︑前の句は﹁見む﹂とある︒これは

す語

﹁私は﹂という主語が略されていると見て意が通ずる︒従って自の句となる︒後者は主語は自とも他ともと

れるが︑前の﹁三平﹂と言った特殊の人ではない︒このような場合は︑﹁いと買永日﹂と﹁私が感じる﹂と

とって︑自の句とする︒こんな説明をしなくてもわかると言ってしまえば話は別であるが︑やはり判別の

まつ

︵仕女︶ひとり

基準を持っておく必要があると思うので︑一応の参考になると思って述べた次第である︒
つぎは︑

馬かたを待恋っらき井戸の端
きぬた

多月夜に髪を洗ふもみ出し
まつ

火とぼして砧あてがふ子供たち
おほぜい

とり

べによそふ

伝日︑打越は少にして︑井戸端に待恋は水しをふなの独也︒付句より転じ来て秋の夜長の衣うっに子
こうやかたとり

どもたちと大勢にしたる句作り︑是多也︒

とりか︑に紺屋の形を取ちらし
どもよそ

少冬至の縁に物おもひます
けはへ共粧へども君かへりみず
おとろへ

伝日︑打越は多にして染物屋の小紋帳など取ひろげたる︑大勢なり︒付句より転じ来て紅粉の粧とも
寵の衰たる︑ひとり︑是少なり︒

﹃深川﹄﹁洗足に﹂の巻︑﹃をのが光﹄﹁種芋や﹂の巻の中の三句︒これは﹁付方自他伝﹂に発する自他場

論で︑自・他︵単数︶と自他半︵複数︶とは障らぬとする︑と同じ説明である︒
つぎは
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あさ

かたき

浅ましく連歌の興をさますらん
なしうちえぽし

体敵よせ来るむら松の声
ゆう

有明の梨子打烏帽子着たりける
いでたち

伝日︑打越は用にして︑連歌の席に事ありて︑興のさめたる也︒付句より転じ来て陣中と定め︑梨子
打烏帽子に出立たる︑是体なり︒

みだしな

いがかり
若党に羽織脱せて仮まくら
あきなひ

用ちいさき顔の身嗜みよき
もつ一ワ

商もゅるりと内のおさまりて
とみさかへ

伝日︑打越は体にして従者にも羽織脱せてくつろがせたるなり︒付句より転じ来て︑商ひの都合よく
家内富栄ける︑是用なり︒

﹃丙寅初懐紙﹄﹁日の春を﹂の巻︑﹃別座鋪﹄﹁紫陽草や﹂の巻の三句︒ここまでのすべてが︑三句を挙げ

ての︑﹁虚﹂で言えば︑いきなり﹁打越は実にして﹂とある簡単な説明で︑自・他︑多・少はすぐわかるが︑

ここでの﹁体﹂もまた︑﹁打越は用にして﹂とある︒この﹁付合十体﹂にしても︑また﹁発句﹂に始まり︑

くでんくじゆくけつ
﹁脇五体﹂・﹁第三﹂までの説明も証句を挙げての説明で︑同時に﹁口伝﹂﹁口授﹂﹁口訣﹂の語があり︑細か
な点は口頭での説明とある︒

ここに載る体・用の説明もこれだけではわかりにくい︒本来は︑本書に﹁微妙の意味﹂は︑直接口頭で︑

との意の説明があり︑これも﹁口伝﹂﹁口授﹂﹁口訣﹂ということであろうが︑これがわかっている伝授者
のいない現代︑この簡単な説明から推測する以外にない︒
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たいゆう

体・用は本来仏教語で︑
﹄︑早く連歌論に取り入れられ︑﹃応安新式﹄︵二条良基編︒応安五・一三七二︑成る︶によれ

ば︑体付︑用付の﹁春全
︵張るに通ずる︶の語のある前に﹁弓﹂と付け︑つぎに﹁引く﹂とつけてはならない︑

用付となるからである︒一つまり﹁弓﹂が体で︑﹁張る﹂﹁引く﹂はその用だから︑用︑体︑用となって輪廻
となる︑との説明がある︒

みるめあま

とま

﹃連理秘抄﹄︵同良基著︑貞和五・一三四九︑識壷で見ると︑水辺の体として﹁海・浦・沼・河・池﹂︑用として﹁波．

舟・海松布・海人﹂とあり︑﹁水辺に非ざるもの﹂として﹁砂・蓬屋・鶴﹂とある︒つまり︑基体に対して︑

その働き︑属性をいうようであるが︑一応の目安としての説明であろう︑現代人にはわかりにくいものが
○

﹃貞享式海印録﹄によると︑人倫の用として態芸を説いている︒﹁仏師・医師・絵師・碁打・三絃引︑⁝⁝

明である︒

体・用の語だけは俳譜作法害では使われる︒ここでの体・用は人事の句での輪廻を避ける方法としての説

蕉風俳譜以降も︑事実上︑体付︑用付の輪廻は問題にされなくなるが︑ただこれを見てもわかるように

ス受フ︒

譜では無視される︒体・用の区別がわかりにくい場合が多く︑また自由な詠法のさまたげになるからであ

てはならない︑波に海は体付だからよい︑と体付のみとなる︒これは貞門俳譜では踏襄されたが︑談林俳

れるなど︑規定に変化も生じてくる︒また用付を嫌う新しい変化も生じる︒従って海に波は用付だからやっ

連歌時代も末期となると︑規定が一層詳細になり︑また﹁舟・魚・海人﹂は﹁体用の外﹂︵﹁無一一言芝︶とさ

い

武士・番頭・⁝⁝上戸・下戸・乞食︒猿引等﹂とある︒体についての説明はないが︑用に障らぬものとし
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多

て︑人倫の姿として︑支体を挙げている︒ここでの体・用をこの意で考えるとわかる︒

﹁有明の梨子打烏帽子着たりける﹂﹁若党に羽織脱せて仮まくら﹂︑いずれを支体官・鼻・口・手・足・頭・腰豊

あきない

の姿を詠んでいるだけである︒これに対して﹁浅ましく連歌の興をさまらん﹂﹁商もゅるりと内におさまり

︵﹃猿蓑﹄﹁鳶の羽も﹂の巻︶

て﹂は︑態芸︵連歌・商︶を詠んでいる︒これは輪廻とならない︑の意であろう︒
そば

芭蕉俳譜を見ると︑この例も非常に多く見られる︒二例を挙げる︒

紫の戸や蕎麦ぬすまれて歌をよむ
ぬのこ着習ふ風の夕ぐれ

弱つｈソ

言炭俵﹄﹁空豆の﹂の巻︶

47

押し合うて寝てはまた立つかりまくら

家のながれたあとを見に行く
どじやう

かひおき

鯲汁わかい者よりよくなりて

茶の買置をさげて売出す

﹁歌をよむ﹂﹁売出す﹂︑いずれも用である︒

としより

きるよひ

老のしびてわせる秋の風
はなしねどひ

長門より西の咄の根問して

ながと

髪切宵の月ぞひかめく

つ雪ご陛畦

気

にくま

ねどひはどひ

伝日︑打越は質にして老人のすがたなり︒付句より転じ来て︑咄の根問葉問︑是気なり︒割鏥唯火智行の
まづくふうかや

先工夫する蚊屋のつりやう

さい

たきこが

質才ばりの傍輩中に憎れて
焼焦したる小づまもみけす

伝日︑打越は気にして蚊屋をつる工夫也︒付句より転じ来てとび火にもゅる小づまもみけすは質なり

﹃芭蕉翁一周忌﹄その他に載る﹁蒟蒻に﹂の巻︑﹃韻塞﹄﹁けふばかり﹂の巻に載る三句︒

これはすぐわかるであろう︒﹁伝日﹂に﹁根間葉問︵根掘り葉掘り問うことあり︑﹁蚊屋をつる工夫﹂とある

言猿蓑﹂﹁灰汁桶の﹂の巻︶

動作
作が
が気
気︑
︑﹁老人のすがた﹂︑﹁とび火にもゆる小つまもみけす﹂は︑自然の姿である︒こ
ように︑積極的な動
れが質︑というのであろう︒

これも芭蕉俳譜に多くの用例をみる︒二例だけを挙げる︒
ひるくひど

ゆふめしにかますご喰へば風薫る
蛭の口虚をかきて気味よき
ものおもひけふは忘れて休む日に

火ともしに暮るれば登る峰の寺
ほと量ぎす皆鳴きしまひたり
やせぽね

痩骨のまだ起き直る力なき

︵同﹁鳶の羽も﹂の巻︶
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﹁喰ふ﹂︑﹁登る﹂は︑人間の意志でやめることもできる︒これに対して﹁ものおもひ﹂もそうだが︑﹁もの

おもひ﹂を﹁忘れ﹂るのも人間の意志ではどうにもならない︒﹁痩骨のまだ起き直る力なき﹂も同じである︒

なお﹁口伝炭火智行の事あり﹂とあるが︑この方がわかりにくい︒禅語か︒

前に﹁句は⁝⁝日夜にわき出るものなれば﹂の語で︑其角は﹁新・古﹂﹁さしあひ・輪廻﹂にこだわらぬ

立場を表明している︒だが︑このことが︑其角自身に﹁さしあひ・輪廻﹂の其角なりの判定基準はあった︑
と述べた︒

以上に述べた ﹁ 付 合 十 体 ﹂ が そ れ と い え よ う か ︒ も ち ろ ん ︑ こ れ は 六 十 九 年 後 に あ っ た と 思 わ れ る 伝 承

である︒だが︑ この十体は︑上述のように解するとき︑これに近いことを其角が一応の目安と語っていた
のではないか︒

本稿で﹁根元的なもの﹂の語で︑連句と日本人︑さらに言えば人間との関連を述べてみたが︑これは同

時にこの﹁付合十体﹂でいう︑﹁実﹂となって顕現するものであろうし︑またここに﹁根元的なもの﹂を感

じとるのが﹁虚﹂となり︑﹁虚実﹂の間に生きているのが人間ととれば︑これが別の形では﹁体用﹂・﹁気質﹂
少︶だ建つ匂︒

﹁体﹂は人間の肉体の動き︑これが︑文芸︵文字登場以前なら声︑文字登場以後なら書く︶︑商業などとなる︒これが

人間のもつ用︵働き︶︒﹁質﹂は人間の自然現象︒これに対して人間には意志行動が加わる︒これが﹁気﹂︒

さらに言えば人間は︑個人として生きているが︑個人はそれぞれに異なる︒あまりにもわかり切ったこ

とをいうようであるが︑自・他の識別は人間であれば誰しも可能である︵乳児などを除く︶︒だが主語がなくて

すむ日本語にあっては︑自・他の識別が困難となることが多い︒この弁別には︑﹁個人はそれぞれに異なる﹂︑
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この点に着目すれば︑解決する︒

また人間は自他の連関の中で生きている︒﹁自﹂﹁他﹂ともに個人の生活をしていながらも︑またその連

関の中で生きている︒多︵複数︶と少︵単数︶の生活の中で生きている︒このように見てくると︑この﹁付合

十体﹂は実によく一方では人間現象を見ている一つの見識をここに感じとることができるのではないか︒

これについてはもっと詳しく後日論じてみたい︑と思っているが︑このことはとにかく︑以上は三句の

渡りの一応の目安として︑﹁付合十体﹂をここにあらためて紹介しただけのものである︒例えば﹃貞享式海

印録﹄では﹁異述懐越不嫌﹂︵異なる述懐は︵打︶越︑嫌はず︶としているが︑そして私もまったくそうだと思うが︑

これは︑この十体を杓子定規にとれば打越と障ることになる︒だが︑﹁異述懐﹂である︒これは﹁自他﹂と
もとれよう︒それにしても紛らわしい点もあるとは言えよう︒

﹃連句読本﹄では︑最後のところに︑﹃梅林茶談﹄︵梅室︑九起著︑天保十二・一八四一︑賊︶の梅室の言︑﹁万葉以

前に歌書といふものなし︒人麿・赤人は何を学びて︑歌聖となり給ふや﹂を挙げて︑当時の俳人が秘伝・
秘事を盾として梅室を批判したのに対しての答えを挙げておいた︒

以上︑連句と日本人の︑さらに言えば人間との連関について私が感じていることを︑私なりのことばで

述べ︑合わせて﹁三句の渡り﹂について述べてみた︒前者は連句という特異な文芸現象のもつ性格を論じ

たものともいえよう︒後者は極端な言い方をすれば一私見とも言える︒なお多くのことばを必要とするが︑
多少の参考となれば︑と書き添えてみた次第である︒

一う0−

エッセイ

﹁何だい︑これは︒そよぐ風︑薫る花Ｉ何時もの決まり文

句じゃないか・それにこの香水は何さ・何時も同じ匂いじゃ

ないの︒あんたはどこかの女に頼んで︑自分で自分に花を

届けさせてんだろう︒どうだい・﹂

一枚の写真を示す︒美青年が写っている︒彼女は︑この子

旅路の果て

図星である︒苦々しくその場を立ち去るジューペ︒

戦前のフランス映画に﹁旅路の果て﹂と言うのがある︒

を見て思いつく事はないか︑と聞く︒ノンと彼︒生きてい

一人でいるジューベにガブリエル・ドルジアが近づいて

名匠デュヴィヴィエが戦乱を避けて渡米する直前︑一九三

れば今何歳︑これは貴方の子よ︑と彼女は言う︒流石の彼

野蓼

九年に作られた︒役者専用の養老院の話であるから︑出て

もこれにはたじろぐ︒役者になれば︑いい二枚目になった

マドレーヌ・オーズレーはここの食堂で働く下働きの娘

だろう︑と言い捨てて彼は離れる︒

何しろ︑引退しても行き場所のない役者達の集まりなの

だ︒華著ではあるが︑すらりとした姿勢︑清潔な美貌︑大

きな目︑細い首Ｉ毎日きびきびと働く︒

ジューベはすぐに彼女を誘惑する︒祖父と孫程年は違う

彼は彼女に暗示をかける︒私を愛した女は皆死を以てそ

のに︑彼女は彼の魅力の虜となる︒

立つ︒彼には毎日の様に女から手紙つきの花束が届く︒彼

彼女に自殺させ︑若い娘を未だ魅惑出来る事を周囲に誇示

れを証明する︒彼はそっとピストルを彼女に手渡す︒彼は

ジューベが新入りとして入って来る︒忽ち院内には波風が

或日︑嘗て名声を博したが女たらしでもあったルイ・

人の持つ醜いもの全ての巣窟であった︒

で︑そこは虚栄︑自惚れ︑嫉妬︑足の引っ張り合い︑１

ズレーと言う若い女優が出演している︒

来る俳優は皆年配者であるが︑ただ一人︑マドレーヌ・オー

艸

は得々とその手紙を皆に読んで聞かせる︒一人の老女優が
それを引ったぐる︒
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川

したいだけの事なのだ︒冷酷な彼の心も知らず︑決意する

る彼︑ただ唖然とそれを見守る一同︒

ン・ジュアン﹂の科白を朗々と唱えながら階段を降りて来

を踏んだ事はない︒死土産として舞台に立たせてくれと懇

役を自分に譲ってくれと頼む︒彼は生涯代役で一度も舞台

主役のフランサンに︑大根役者のミシェル・シモンが主

役に︑若者達が脇を固めて共同で芝居が演じられる︒

年一回の慰労会︒若い役者達がやって来る︒老人達を主

稚ないオーズレー︒

ヴィクトル・フランサン︑彼も嘗ての名優で彼女に好意
をよせている︒彼女の態度に不審の念を持った彼は︑常に
彼女の行動にそれとなく気を配る︒
自殺直前の彼女の手からピストルを叩き落とし︑軽率な
事はするな︑と戒める︒泣きじゃくる彼女︒

を汚しはしなかったろうな︒狼狽しながらノン・お前はそ

る︒しかし︑悲しいかな︑科白が出て来ない︒周囲は慌て

シモンは相手を殴り倒して気絶させ︑勇躍舞台に躍り出

願するが︑お前には無理だ︑とフランサン︒

れを誰の名に懸けて誓うか︒愈々︑言葉に詰まったジュー

てシモンの科白を攝いてやるが︑彼は呆然と立ちつくすの

フランサンはジューベを問い詰める︒お前は彼女の純潔

ベは居直った様に︑亡き母の名に懸けて︑と答える︒

最後は彼の埋葬の場︒霧の立ちこめる寒い朝︒シモンは

み︒楽屋で彼は酒を岬り︑その直後に心臓発作で死ぬ︒

い︒ジューベを睨む横顔のフランサン︑正面を向き︑目玉

生前に自分で自分の弔辞を用意していた︒止むなくそれを

そう言われては︑フランサンもそれ以上の追求は出来な

だけはフランサンを凝視するジューベ︑デュヴィヴィエ得

君は偉大な役者であった︑君の死はフランス演劇界最大

読まされるフランサン︒息が白い︒

物置小屋に灯がともり︑フランサンとドルジァが﹁ロミ

の損失であるｌここまで来てフランサンは︑こんなもの

意の構図だ︒

オとジュリエット﹂の脚本を手に科白を言い交わす︒深夜

は読めない︑と言って破り捨てる︒

君は生涯大根役者であった︒しかし君の天衣無縫の人柄

に白髪同士のロミオとジュリエット︒冷気が漂う︒
放埒な生活が崇りジューベが精神に異状を来たす︒﹁ド
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るものではない︒眠れ︑我が友よ︑静かに眠れ︒カメラは

は全ての人から愛された︒私も君を愛する事︑人後に落ち

つめている様な雰囲気が感じられてならない︒その遠い彼

落差があり過ぎる︒彼が私を愛す時︑彼には何か遠くを見

若し私が彼と結婚出来たとしても︑彼と私では余りにも

当時︑松本清張の﹁ゼロの焦点﹂が評判だった︒ヒロイ

と言うのであった︒

の直感は案外当ると聞く︒それが心配で夜も寝なれない︑

がいるのではないか︒これは私の杷憂かも知れないが︑女

方には私とは別な︑もっと彼に相応しい︑いい家庭の恋人

次第に上がって行き全体を傭磁する︒冬霧は益々深い︒

長々と﹁旅路の果て﹂の事を書いたのには訳がある︒私
が開業した三十数年前︑一人の若い女性が受診に来た︒
彼女が診察室に入って来た瞬間︑私はマドレーヌ・オー
ズレーが来たのではないかと思った︒

ンの言葉に﹁夫は私の体を誰かと比較している様な気がす
る﹂と言うのがあった︒

ンゾ

奇麗で可憐で楚々としていた︒仲々︑寝つかれなくて困っ

ています︑何か精神安定剤を下さい︑と言う︒

私も無意識にそれを思い出していた︒深い闇の向こうに

白い豊満な肉体が透けて見える様な気が︑私にもした︒私

私は深く事情も聞かず彼女の要求に応じた︒その後︑彼
女は再々私の所に現れた︒私は貴女の様な若い人が︑夜︑

は彼女に安定剤を渡さない訳にはいかなかった︒

四・五年前の或日︑銀髪の初老の美しい婦人が診察室に

あった︒

紅い椿の花が音もなく次から次と落ちやまない時節で

らも何処からも︑彼女のその後は伝わっては来なかった︒

しかし彼女は私の前からぷっつりと消息を絶った︒誰か

寝られないのは何か原因があるのか︑と尋ねない訳にはい
かなかった・彼女の表情には俄かに困惑の色が走った︒渋々
彼女が話したのは次の様な事情だった︒
私にはもう二・三年来付き合っている恋人がいる︒彼は
立派な家庭の一人息子で︑中央官庁の若手官僚として将来
を嘱望されている︒反対に私の家庭はごく平凡で︑兄も弟
も大した学歴はなく︑勤務先も中小企業である︒

−弓スー

入って来︑先生︑私がお分りですか︑と言った︒言われる

父は私と彼の間の全ての事を察知していたのです︒間に

その人は左手のない︑つまり片腕の人の良さそうな絵描

立ってくれる人がいて︑私はお見合いをさせられました︒

昔通り楚々とした雰囲気は変らなかったが︑三十年と言

きでした︒ずんぐりむっくりでしたが︑私はこの人を潭身

までは分らなかったが︑言われた途端に彼女と分った︒

う歳月は争えなかった︒それに何となく妻れた様な薄汚れ

の愛で包んで上げようと思いました︒もうどうにでもなれ

き︑これが私相応の幸福なんだわ︑と思いました︒

も売れました︒日溜りの様な穏やかな歳月が私を過ぎて行

大の非常勤講師を勤め日曜には子供達にも教え︑時には絵

と言う気持ちはなかった︑と言えば嘘になります︒夫は短

た様な表情が気になった︒彼女のその後の話は長かった︒
﹁彼には矢張り別な恋人がいました︒直属の局長のお嬢さ
んで一流の大学を出ていらっしゃるとの事でした︒
将来の出世を考えれば誰だった私よりその方を選びます
わ︒彼の結婚式の晩︑私は飲めもしないのに自宅でお酒を

もう亡くなった父は︑その私を黙って打榔致しました︒

爽やかな微笑が︑さざ波の様に拡がったものです︒彼女の

の出身でした︒素朴で明るく︑彼女が現れただけで周囲に

所がここでまた女が現れました︒彼女は夫の弟子で東北

何時までも何時までも私を叩き続けました︒ふと︑見上げ

はち切れんばかりの体は女の私が見ても眩しい程でした︒

飲みました︒それこそ私はへべれけになりました︒

ると父は涙を流しながら私を打っていました︒

母の背中は柔らかく気持ちはいいのですが︑頼りないもの

でした︒父の背中でよく私は眠りました︒それに比べれば

たが︑父の背中は幼ない私にとってがっちりと安全な場所

螢を浴衣の様にまとった父が現れ︑どうだ︑幸せか︑と聞

行った事があります︒谷間は螢の海でした︒闇の彼方から

妹と思って面倒を見ました︒一度︑三人で北陸へ螢を見に

彼女は私を年の離れた姉の様に慕い︑私も彼女を可愛い

若さってつくづくいいものだなと思いました︒

でした︒私はお父さん子で育ちました︒母は私を可愛げの

いた様な気がしました︒

父は無口で律儀な家具職人でした︒痩せて細身の人でし

ない子だとよく言いました︒
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しかし︑その夜︑宿で彼女の飲み残したビールを︑夫が

のだと言いました︒妻にも別れ︑今︑一人だ︑君の事を忘

れた日はない︑一緒になってくれ︑とも言いました︒

虫のいい話だとは思いましたが︑元々好きだった彼と︑

何気なしに極く自然に飲みほすのを私は見逃しませんでし
た︒帰京後︑問い詰めると嘘のっけない夫は直ぐに白状し

やっと一緒になれるのだと言う気持と︑自分の人生はもう

でも先生︑驚ろきました︒温厚だと思っていた夫は飛ん

ました︒私もだらしがなかったのです︒

どうなってもいいじゃないか︑と言う気もあって結婚致し

ました︒私の目を盗む様にして二人は出来ていたのです︒
私は裏切られた訳ですが︑彼女を恨むより︑その編し方
の巧妙さに只々感心する方が先でした︒
二人は一緒に生活を始めましたが︑うだつの上らない夫

鹿に見えるらしく︑何をしても気に入りません︒馬鹿だ︑

でもない暴君でした︒頭のいい人ですから︑余程︑私が馬

夫は私の所へ申し訳ないと言っただけで︑図々しくも

ちよんだ︑と私を殴る︑蹴るの毎日です︒私の髪はあっと

に見極めをつけ︑何年かして彼女は去って行きました︒

戻って来ました︒元来憎めない人でした︒天罰だなんで思

言う間に白くなりました︒ああ言う人をサディストと言う

取り合おうともしなかった︒

が︑彼は︑先生にはお分りにならないんですよ︑と言って

に奥さんをもう少し労って上げてはどうですか︑と言った

夫も私の所へ来た事が何回かあった︒私はその度に椀曲

かった︒

と途方に暮れた表情であったが︑私に名案のある筈もな

た︒神様は私にどうしろとおっしゃるのでしょう︒﹂

んでしょうか︒優しい日もありますが︑ほとほと疲れまし

いませんが︑夫は間もなく心筋梗塞で亡くなりました︒
子供のない私は母のいる調布に帰り︑もといた銀行に又
勤め始めました︒母との何の変哲もない生活が何年も続き
ましたが︑或日︑窓口でばったり昔の彼に会いました︒
起こる筈のない事が起こった様で︑互いに黙って見つめ
合いました︒もう編されるものかと私は身構えましたが︑
その内ずるずると彼に会う様になりました︒
彼は何時も着流しの和服で如何にも失意の人でした︒次
官になり損ない︑意地で天下りもせず︑ぶらぶらしている
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背が高く贄肉がなく︑如何にもいい家庭で育ったと言っ

う︑と泣きじゃくった︒

縊死であった︒柱の鉤に紐を掛け︑彼女はそれに首を入

れていた︒淡いピンクのセーターに乳白のスラックス姿

た知的な顔立ちであった︒高級官僚時代の癖であろうか︑
人を見くだす様な態度がちらつくのは私にとって愉快なも

だった︒晩秋の夕陽が白い肌と銀髪をオレンジ色に染め上

の器量を持ちながら生涯男に報いられる事のなかった彼女

やっと貴女は苦しみから解放されたんですね︑これだけ

こぼれていた︒

広い庭には金木犀の花が芳香を撒きながらしきりに散り

げて彼女を荘厳し︑彼女はいやが上にも美しかった︒

ショウゴン

のではなかった︒

或日の朝︑彼は脳出血を起こした︒駆けつけてみると︑
意識はなく︑呼べども答えなかった︒救急車を呼び︑私も
同乗して入院させたが︑結局︑彼は車椅子の人となった︒
しかしそれでも彼は暴君である事をやめなかった︒
彼の家は土地の人達がハケと呼ぶ昔の多摩川の土手の上

私は警察署と介護の指導に来ていた市役所の職員に電話

に︑私は心の中でこうつぶやいた︒

家屋が雁行していたが︑食堂と応接間だけは洋風でステン

した︒検死が終ると彼は︑俺が殺した様なもんだ︑俺もお

にあった︒千坪程の蟹蒼とした木立の中に平家造りの木造

ド・グラスがあしらってあった︒一棟は書庫で︑彼の父と

前の後を追って死にたい︑と言って彼女の死体に取りす

﹁私は妻が可愛くてたまりませんでした︒でも可愛い癖

がって泣いた︒何を今更︑と私は思った︒

祖父の集めた仏教建築の書物がぎっしりと詰まっていた︒
半年程して彼から電話が掛かった︒随分慌てた様子で︑
直ぐ来て下さい︑と言う︒どうしたんですか︑と聞くと︑

私は長年の勘で︑奥さんが亡くなったんでしょう︑それ

ます︒今日︑車椅子を押していた妻が操作を誤ったのか庭

しているのに︒これは私の業です︒私は私の手を足を憎み

にどうしても手が出てしまうのです︒前の妻もこれで失敗

も普通の死に方ではないでしょう︑と言ったら︑彼は観念

で転倒しました︒お前は俺を殺す気か︑と私は言いました︒

兎に角︑直ぐ来て下さい︑と繰り返す︒

した様に︑仰せの通りです︑私はどうしたらいいのでしよ

一う6−

食堂まで運ばせて︑気を静めようと私は妻にコーヒーを

えなかった︒唯一︑彼女を愛した父親を求めて虚空を坊復

ＬａｆｉｎｄｅｊＯｕｒが﹁旅路の果て﹂の原題

しているに違いなかった︒

しかし︑そのうち家の中が妙にしんと静まり返り︑妻の

である︒直訳は﹁日の終り﹂であろうが︑日の終りなら明

滝れさせました︒飲んでいるうちに心は落ち着きました︒

気配も致しません︒不思議に思って後を振り向くと︑何と

日がある︒人の一生の終りに明日はない︒

﹁旅路の果て﹂の邦題はこの意味で悪くない︒この家でこ

妻は死んでいたのです︒瞬間の出来事でした︒﹂

やっと冷静になったと思ったのに︑ここまで言うと︑

私は彼の話を聞きながら︑ふと︑次の日曜は連句の会が

の人の﹁旅路の果て﹂は何時まで続くのであろうか︒

と再び激しく泣きわめき︑頭髪をかきむしった︒そこには

あるな︑八残像の透くぬばたまの闇ｖ︑八闇の彼方の白き

ジ'

﹁ああ︑あんな事を言わなきゃよかった︒﹂

次官レースに敗れた哀れな負犬がいるばかりで︑嘗ての秀

裸像よｖｌその席でこんな恋の短句はどうかな︑でも余

り旨い句じゃないな︑と考えていた︒

才官僚の面影は微塵もなかった︒
その頃︑偶然にも私は新聞でマドレーヌ・オーズレーの
死を知った︒小さな記事であった︒彼女は八十三歳に達し
ていた︒あのフランス人形の様な彼女の老いた姿は︑幾ら
想像しても私の頭の中に像を結ばなかった︒
施設に入る様に︑私と市役所の職員が幾ら説得しても︑
彼は自分の家を離れようとはしなかった︒この家には妻の
魂が未だ宿っている︑ボランティアの方達の援助を受けな
がら私もこの家で生涯を終えたい︑と言った︒
私は彼女の魂がこの家に未だ宿っているとは︑とても思
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評論
連句と俳句の間

﹁連句非文学論﹂以来百年

引地冬樹

ついては︑平成八年版﹁連句年鑑﹂で松村紅花先生が﹁連

句における子規と虚子﹂として詳細に論ぜられている︒

その中でも注目すべきは︑明治三十二年︵一八九九︶十

二月発行の﹁ホトトギス﹂第三巻第三号に載った子規の寄
稿である︒その後半に

﹁自分は連句という者余り好まねば︑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︵注﹁俳譜三佳書﹂︶にある連句を読めばいたく興

非ず︑故に論ぜざるのみ︑連俳固より文学の分子を有せざ

蕉雑談﹂を書き︑﹁発句は文学なり︑連俳︵連句︶は文学に

ているが︑明らかに前言と矛盾し︑あるいは取り消すかの

と述べている︒これは前述﹁連句非文学論﹂から六年を経

分も連句をやって見たいといふ念が起って来る︒﹂

に入り感に堪ふるので︑終には︑これ程面白い者ならば自

るに非ずといへども文学以外の分子をも併有するなり﹂と

意味あいがある︒そこで松村先生は︑これは本当に子規の

明治二十六年︵一八九三︶︑正岡子規が新聞﹁日本﹂に﹁芭

いう﹁連句非文学論﹂を発表して︑連句を切り棄ててから

﹁ホトトギス﹂の編集者であった虚子があるいは子規了解

文であるうかの疑問を投げかけておられるのである︒

子規の連句非文学論は﹃今日の俳句隆盛ということも相

のもとに加筆することも出来る立場にあった︑という解釈

百年余を経た︒

俟って流石に明治の卓見であったと見られている︒しかし

若しそうならば︑子規が斬って棄てた俳諾を虚子が懸命

である︒

よってかくもたやすく淡雪のように消えるものであろう

に救い上げようとした︑という解釈も出来よう︒事実︑虚

ながら芭蕉以来二百年の歴史ある俳譜が子規の一鳴きに

か︑という疑問が筆者にはあるのであるこの間の消息に
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名を与え︑その文学性を主張し︑自ら連句を巻いた︒﹁新体

子は︑﹁俳譜の連歌﹂に対し新時代に即して﹁連句﹂という

坐って見れば細長き膝

捨てかねて秋の扇に日記書く

石に吹き散る萩の上露

かげたる月の出づる川上虚子
うそ寒み里は鎖さぬ家もなし規

七世︑老鼠堂永機は大津義仲寺において芭蕉二百年忌の盛

百年にあたる年であった︒この機にのぞんで江戸派其角堂

明治の俳譜

暖かき日を灸据ゑに来る

六十の祝ひにあたる花盛

詩﹂の向うを張って﹁俳体詩﹂なる試みもしているのであ
る︒

ここに﹁ホトトギス﹂第二巻第二号に子規と虚子の両吟
で巻いた歌仙の表と裏を紹介してみよう︒

駕異二人銭かりに来る子

大な法要を管んでいる︒彼の門弟は当時全國に一千人あり

萩吹くや崩れ初めたる雲の峰子規

洗足の湯を流したる夜の雪規

とされ︑雪中庵八世梅年とともに旧派勢力を二分する一大

ゥ開山忌三百年を取り越して規
鐘楼に鐘を引き揚ぐる声子

れぞれに覇を唱え︑勢力を相競っている最中で︑いわゆる

この頃は永機の率いる其角系と梅年の率いる嵐雪系がそ

子規が﹁連句非文学論﹂を書いた年は丁度︑芭蕉没後二

残りすくなに風呂吹の味噌子

うたた寝の馬上に覚めて駅近き規

﹁連句非文学論﹂によって連句が下火になるという情勢で

なども︑覇を唱えんとして先手をうった仕業と解すれば︑

永機が芭蕉二百年忌を該当の年の六年も前に行ったこと

はなかったように思われる︒

勢力であった︒

公事の長びく畠荒れたり子
火と水とたたかふといふ占ひに規
妻子ある身のうき名呼ばるる子

鷆鵡鳴く西の廟の月落ちて規
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子規子規子

俳譜活動はまだまだ盛んな時代であったと推量される︒
さらに時代を遡って明治初年の俳譜環境はどうであった

の理念とした︒演説会を行ない︑あるいは教導教化の出版

物︑例えば﹁俳譜新報﹂﹃俳譜明倫雑誌﹂等を続々発刊した︒

を得てむしろ國政の一翼を担う立場にあったのではない

明治十年代から二十年にかけての俳壇は︑明治政府の支援

大畑健治氏の研究成果︵﹁国語と國文学﹂平成六年五月号︶

か︒文人墨客というより道士に近かったように思われる︒

か︒

によると︑明治政府は保守的な政治思想を持つ國民を教導

それが明治という啓蒙時代の在り方であった︒

鐸々たる宗匠が名を連ねている︒

明治二十六年に三森幹雄が発行した﹁俳諸名譽談﹄でも

する為に︑旧派の俳譜勢力を利用したのではないかという︒
︵い︶また旧派自身も︑蕉風俳譜は風紀を乱すものではなく︑
人道を重んじるものであると曹洞宗永平寺大教正細谷環渓

師にも﹁教導職﹂を設置し︑大教正から権訓導まで十四級

この建白によって明治五年に政府は社会教化のため俳譜

もね︑社会教化活動に深くかかわり︑俳譜の文芸性を忘れ

いわねばならぬ︒むしろ明治政府の庇護のもとに政治にお

がために子規の天斧が下りた︑とする俗説は当たらないと

このような事情からみると︑連句が点取俳譜に堕落した

をもうけ︑敬神愛國︑忠孝人倫の道を説いた︒翌明治六年

た俳壇に対し異を唱えたのではなかったか︒

に建白してもらい時代に迎合した︒

四月︑俳譜教導職の試験が行われ︑旧派の三森幹雄が少講

規の﹁連句非文学論﹂によるのではなく︑明治政府の御用

ここで論じたいことは︑明治以降連句が停滞したのは子

それによって明治七年には三森幹雄が明倫講社初代社

俳譜となり下ったことに自壊作用があったのではないかと

義に補されたのである︒

長︑関為山が俳諾教林盟社初代社長︑南無庵長尾真海が俳

いうことである︒

そのことはさらに別の機会にのべたいと思う︒

譜教風社初代社長となるなど︑俳譜結社を作る動きが活発
となった︒

彼らは︑芭蕉の言行を手本として俗談を正すことを結社

−60−

発句と俳句
連句から独立させた発句に対し﹁俳句﹂という名が与え

子規自身はしかし﹁発句﹂と﹁俳句﹂の違いなど論じた

こともなく︑文学論的に裏打ちされた提案でなかったこと
は前述の通りである︒

しかし﹁俳句は文学である﹂として新たな文学形式を提

虚子もまた発句と俳句を同一視した代表である︒

﹁俳譜の句﹂の略として﹁俳句﹂と呼ぶことがあったとい

案したとき︑俳句は近代文学の道を歩む必然を担ったので

られたのは子規以降であるが︑それ以前にも江戸時代から

う︒寛文三年︵一六六三︶の﹃尾蝿集﹄がその最初といわ

ある︒すなわち︑俳句も新体詩や私小説と同じく︑作者個

放哉︑山頭火の流れは必然なのである︒

形や季語を否定し︑自由律の短詩に進んだ碧梧桐︑井泉水︑

かくして純粋に文学を志向するところ︑手段としての定

り自己表現の手段としての俳句である︒

人の感性︑感情︑思想の表現媒体ということになる︒つま

れる︒

子規自身はあるいは発句と呼び︑ときには俳句といい︑
必ずしもこだわってはいない︒そうならば﹁俳句﹂という
名を新たにつけるということにどのような意味があったの
であろうか︒

子規が﹁発句は文学なり︑連俳は文学にあらず﹂といっ

る︒いわゆる﹁心と形﹂における﹁形﹂のもつ美学である︒

反面︑手段としての形式美もまた文学の大きな分野であ

ら︑発句も文学にあらずとなる矛盾をもつ︒したがって︑

心は形を通じてのみ表現される︒このことに着目したとき︑

たとき︑発句自身も本来連俳を構成する一部なのであるか

これは当然︑発句と同じ形式の独立句は文学である︑とい

俳句の存立基盤が生まれ︑俳句と発句が互に近い文学形式

﹁文芸﹂と呼んでいる︒私をしていわしむれば︑﹁俳句は文

私はこのような伝統ある形式美の上に創造される文学を

として共存することになる︒

う意味である︒

このことは︑独立句という新たな文学形式の提案である
から︑﹁俳句﹂という名をもって新文学を提案したことにな
つ︵︾○
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さてもう一度﹁俳句﹂という用語に戻ろう︒それは俳句

写生そのものには詩を感じないのである︒それは只事俳句

ることだ︒欧米のポエジーでは︑イマジネーションのない

とは佛教用語の﹁真如﹂ということであり︑物の本質に迫

という名前が適切であったかという疑問である︒すなわち︑

にすぎない︒

芸なり﹂かつ﹁連句は文芸なり﹂で互に等価なのである︒

俳句は俳譜︵連句︶のもつ俳味を承けついでいるのか︑と

山本健吉は純粋俳句の方法として﹁滑稽・挨拶・即興﹂

解を得ることは困難であろうし︑日本伝統の短詩文芸とし

本とする定型・有季・写生というコンセプトでは世界の理

世界規模で俳句や連句が語られる新世紀では︑俳句の基

を提唱した︒それは俳譜の発句の方法論として秀れた批評

ての個性を認めることも困難であろう︒俳譜の伝統的特質

いうことである︒

であったが︑現代俳句においては全くその実践の場を与え

民族文芸の﹁俳﹂という次元で俳句と連句をみると︑子

はやはり﹁俳味﹂ではないか︒

子規・虚子が唱え︑かつ育てた俳句は︑発句の伝統から

規はむしろマイナス因子であり︑連句が依然として俳文芸

られていない︒﹁俳﹂はどこに行ってしまったのか︒

有季定型を承けついだ︒が﹁俳﹂は必ずしも顧りみられな

の主流と考えられる︒

ていると︑明治以後の百年は実に面白い歴史である︒

日本の伝統芸術がいかに現代化するかに関心をもってみ

現代連句の模索

かった︒反面︑﹁写生﹂という技法を加えた︒そしてこの百
年︑有季・定型・写生一途に俳句作りがなされてきたので
ある︒

しかし︑ハイクという短詩文芸が世界に広まるとき︑十

七音定型も言語を異にすれば変容を免かれ得ないし︑季

か︒明治初年に洋画の流入によって日本画は危機に陥った︒

例えば伝統の日本画と西洋画とはいかなる変遷を辿った

写生を米国ではサッチネス︵普の言①閉︶という︒欧米で

そのとき岡倉天心や横山大観などの偉才が現れ︑洋画に退

感・季語も風土に依存することは自明である︒

はスケッチという日本流の云い方を好まない︒サッチネス
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洋画・日本画の区分は何によるのか︒油彩・岩絵の具と

も一連の俳文芸である︑との認識に立つべきでなかろうか︒

連俳は文学に非ず﹂という呪縛を振りほどき︑俳句も連句

俳句百年という時空に立って︑我々は﹁発句は文学なり︑

いう画材にあるのか︒立体・遠近という表現手法にあるの

俳句はいわば一句仕立てであり︑連句には二句仕立て︵前

けをとらぬジャンルを形成した︒

か︒否である︒それは芸大︵美校︶の洋画出身か︑日本画

句付け様式︶︑三句仕立て︵三シ物︶︑あるいは六句仕立て

また︑作者の独創を重んじ︑著作権による保護のある現

いう考え方もあろう︒

︵表六句付合い︶︑十二調︑二十韻などと多様性がある︑と

出身かという帰属意識にすぎぬという︒いまや洋画・日本
画の区分はノンセンスだといわれる︒
書はどうか︒書芸の現代的特質は﹁筆触の多様性﹂にあ
り︑もはや絵画の領域に迫っている︒

芭蕉も俳譜を革新し︑歌仙形式を生み出したのである︒

代にあっては︑独吟も早晩大きな分野となるであろう︒

教育を採りあげ︑邦楽を全く無視した︒邦楽は遊興の座敷

︵平成九年五月五日︶

音楽︒明治政府は︑日本の近代化のために徹底的に洋楽

芸にあり︑洋楽は集団行動による富国強兵に通ずるためで
ある︒それにもかかわらず日本人は洋楽には同化せず︑演
歌など﹁四七抜き短音階﹂の流行歌に酔うのである︒
翻って連句の世界はどれだけ近代化の洗礼をうけ︑脱皮
したのであろうか︒絵画も書道も︑音楽も営々として近代
化の努力を続けて今日の姿になっているのである︒
局外の人々にとって見れば︑俳譜が近代化して俳句に発
展したと見ることも出来ようが︑俳句とて痩せた土壌では
革新の余地が少ないのである︒
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第十五回連句協会賞発表

選考雑感
左の三点を推します︒

選考委員今泉宇涯

色に巧みに情緒と到たる︒発句が連用止め︑これが軽い

韻字止めで︑両句との関係も︑立句︑脇句として立派︑

而かも第三で年金生活を出し︑て止めで転じている歌仙

の典型でありしかも牛乳壜にコスモスを挿している点

仲々垢抜けがしている︒そしてガラス越しに月を仰ぐ等

充実した表六句でした︒その他の恋︑月︑花の定座も佳・

時事として﹁住専﹂が出ればたちまち大嘘と大法螺を出

○第六天連句会の世吉桐﹁永き日を﹂今泉忘機捌は連衆の

す等仲々滑稽味ありて佳︒

を︑今年度から再び年鑑賞を復活して全連句人及び連句

一人赤田聴雨先生追悼作品にして全連衆が追悼や悲しみ

○ここしばらく年鑑佳作賞として年鑑賞を中止していたの

愛好者の前に展示したことは僕の絶っての希望であっ

の付句を出している︒立句は

等々悲しみの付句がならんでいる︒合掌宇涯

ただ揺れるふらここに乗る人もなし浅野黍穂

辛夷の白にっのる悲しみ小谷参木

永き日を蜆の如く過ごしけり今泉忘機

もぬけ

た︒この為に連句未熟者や連句愛好者は言うまでもなく︑

全連句人にとって︑この年の好作品の基準が出来たこと
は︑この集の基準として読み応えのあるものとなった︒
喜ぶべきことである︒

○珊頁︑田中一火女捌︑歌仙﹁木毎﹂の巻︒発句は︑木葺
を食むや幼き日に還り︑田中一火女で︑意味鮮明にて切
字もしっかりしており︑高齢化社会において幼時をふり
返り楽しい追憶の句で賞になりたるもの︒幾度読んでも
誰が読んでも倦きない立派なもの︒脇の着古した夏服の
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化を持たせた︒花と結んだ酒の出し方︑文学に無常をから

ませるなど︑随所に付合の工夫がみえた︒ただ最後までこ

スよく配合していること・付合を殺さず一句の働きが十分︒

い︒全体で感じたことは措辞と付合と素材を︑新旧バラン

身にまといたし﹀の渡りは類想がなく現代連句にふさわし

ボエ﹀←舞台からカストラートは孕ませる﹀←羽衣だけは

あって共鳴した︒恋の座ｌナオの︿恋の序曲を告げるオー

花の座の句もよく特に匂いの花の句には現代詩的感覚が

うち︑三本目の︿月兎﹀の擬人化をおもしろいと思った︒

立句も無難でしっかりした句︒表六句もよし︒〃月三本〃の

た︒歌仙の式目を守りながら付運びが〃立体的〃であった︒

Ｐ皿﹃秋天や﹄小池正博氏捌きの巻は︑予選でも三点が入っ

選者の推した作品と︑今回受賞が決まった作品に触れる︒

かし︑オの月前に﹁昼寝﹂の夏の句があり季移りの必然性

句の必要とする俳譜性においては実によく出来た作品︒し

ある︒ＰⅧ﹁木枯らしや﹂いぬじま正一氏捌きの巻は︑連

りｌと選者は主張した︒匂いの花では遠慮すべき付けでは

おらかな句で﹁花の宮﹂としっかり詠みなしていて俳味あ

は不謹慎な句とやや議論になったが︑そうは思わない︒お

よく停滞がない︒枝折の花︿御手洗を女陰と崇め花の宮﹀

仙の式目のすべてを満たし︑何よりも︑付運びのリズムが

のだと思う︒Ｐ剛﹁木毎﹄田中一火女さん捌きの巻は︑歌

神祇の句がなかったキズを超える全体の出来が評価された

選でも三点︑本選でも筆者を除き二選者が入選としたのは

祇・釈教・恋・無常・酒の句は詠み込むべきだと思う︒予

協会賞選考私見

だわったのは釈教はあったが神祇を詠み落としたこと︒や

はり連句は日本の伝承文学︒現代連句は現代に生きずいた

例えば︿赤ら顔なる十二神将﹀は短句で︑神と仏を一緒に

がない︒ナオ折立が﹁若草﹂で二句目がまた﹁たんぽぽ﹂

選考委員字咲冬男

詠み込むなどよく捌きとして勉強されている︒ＰⅢ﹃カル

とウの﹁花﹂に障る植物をわざわざ二句も付けることは変

作品をよしとする選者の考えの中で︑歌仙の中では神

デラの﹂渋谷道さん捌きの巻はオモテに〃春月″を詠み変
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化に欠ける︒ウの６．７も人事に人事が付いていて気になっ
た︒選者は推さなかった︒選に落ちたがＰ剛﹃猪名川﹄岡
本星女さん捌きの巻は亡君春人居士追善の作でウの月の座
を春月とし︑花の座を〃冬″としたり︑四季の季語の選別
がイージーでなく︵大切なこと︶三十五句を全連衆でまと
めたはさすがだった︒Ｐ皿﹃往還の笛﹄別所真紀さん捌き
の巻は︑歌仙でありながら現代詩の表現の領域へ踏込んだ
これ
れか
から
らの
の連
連句
句の
の一
一方方
作で︑こ
向向
︲と し て 推 し た ︒ 一 次 選 考 の
選者のご苦労に敬意を表します︒
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選考に関わって

選考委員近松寿子

り関西で︑橋間石氏の遺訓を活かして活躍しておられます

が格調ある中に含まれる俳譜味はさすが︑と思います︒

他に二選者推薦の﹁花守りに﹂川内連句会・池川媚谷捌

︵結社は既受賞︶はよくまとまった作品︒発句に〃花″が

詠まれた場合の〃花″の座も良く〃月″もそれぞれ佳句と

単独推薦ながら﹁永き日を﹂第六天連句会・今泉忘機捌︒

思います︒

去の受賞記録とを綿密にリスト化された中尾青宵氏に感謝

赤田聴雨氏追悼の世吉桐であり︑国際的に活躍された聴雨

いつものように第一次選考の御苦労と︑それを集計し過

しつつ第二次選考を行いました︒第一次選考による評価は

氏への連句らしく四名の外国の方も加っておられ︑連句の

将来性のために︑また聴雨氏供養のためにも推しました︒

例年より更に分れていました︒最高の三選者推薦作品は︑
﹁秋天や﹂きさらぎ連句会・小池正博捌︒小池氏は関西で︑

﹁初句会﹂中央連句会・今村佐久子捌︒連衆各々がそれぞ

れの結社に属しながら超結社の集いを持つという〃中央連

概ね若い高校の教師方を連衆に誠実に連句活動をすすめて
おられます︒句も若々しい中にも深みや含みのある句が一

句会″は今後の連句会のあり方をも示しているのではない

以上が私の推した五作品︒結果として︑第一次での複数

見さらり︑と列んでいて好感が持てました︒ナオの恋一連

て裸身のイメージなど詠みようによってはおかしくなる句

推薦であり過去未受賞であることを重視して受賞作品の決

かと考えます︒

が宗教
教画
画の
の﹁受胎告知﹂などを思い浮かべるほど美しく感

定をみました︒

は〃カストラート〃の持つ意味や〃孕ませる〃の語︑続け

じま
まし
じ
した
た︒
︒〃カストラート〃が聖歌隊をも連想させるからで
しようか︒

二選者推薦の﹁カルデラの﹂紫薇の会・渋谷道捌︒やは
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今年の選考

﹁秋天や﹂は新鮮であった︒これが一次選で三点入った原

因であろう︒﹁カルデラの﹂も面白いと思ったが︑同類の留

字が近くにあるところが二ヶ所ほど目についた︒﹁火を囲

む﹂は源心という形式で︑裏と名残表各十句で︑ここで思

結果的には私の選考は受賞作には二巻かかわったことに

いきり遊ぶという狙いのようである︒

なり︑逆に捨て難いと思った方から二巻入ることになった︒

選考委員土屋実郎
四月になってすぐ︑胄宵さんから一次選の一覧表が届い

一般的にいって︑全体のレベルが上り︑しかもすば抜け

た︒早速これらの作品のコピーをとり鞄に入れて持ち歩い

登の海﹂﹁木毎﹂﹁木枯らしや﹂の五巻であった︒捨て難い

た作品がなかったことが︑このような選考結果につながっ

これはこれで満足である︒

と思ったのは﹁秋天や﹂﹁火を囲む﹂﹁カルデラの﹂の三巻

ているものと思われる︒

た︒その結果私が選んだのは﹁竹酔日﹂﹁那賀の水門﹂﹁能

であった︒

私はいつも過去受賞のことは考えに入れない︒いいもの
はいい︑面白いものは面白いと思うからである︒その点︑
﹁竹酔日﹂は間然するところがなかった︒﹁那賀の水門﹂は

面白い句が多かったが︑面白さが競いあって逆効果のとこ
ろが二ケ所ほど目についた︒﹁能登の海﹂は恋の座が面白い
のと︑流れがよいと思った︒﹁木毎﹂は付け味が面白く︑バ
ランスがとれている︒﹁木枯らしや﹂は展開がいいと思った︒

二ケ所の恋の座︑匂いの花と場句に感心した︒
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選後雑感
選考委員上田渓水

奨励賞︵的意味合い︶とは

①既受賞者は外し︑多くの人に賞を分る

②ベテランは外し︑中堅の人に賞を分る

といったコメントがあり︑結局︑未受賞者の四巻が受賞作
品として選ばれた︒

選考のむずかしさは今始ったことではないが︑

○捌や連衆名が出ている作品を選ぶことのむずかしさ︒

全二四七巻中選考対象は二三一巻︒第一次予選では十人
の選考委員が各五巻を選んだが︑前年同様に票が散って︑

○作品本位とすると受賞者が偏るきらいがある︒

○作品に対する賞は国民文化祭をはじめ増えて来た︒

○奨励賞的なものに協会賞の名を冠するのはいかがか︒

四二巻が二次予選に廻って来た︒
二次予選にあたっては︑心象︒物象の︑

Ａ・発句︑付味︑三句の転じ︑内容の面白さに着目︒

デラの﹂の差合い三つが眼に障ったが総合的に見て選に入

ルデラの﹂﹁明日秋の﹂の五巻を選んだ︒その中で︑﹁カル

の二面から検討して︑﹁竹酔日﹂﹁花守りに﹂﹁春の星﹂﹁カ

に新しい協会賞の在り方を検討すべき時が来たのではある

された人︑研究︑著書︵勿論作品集などを含む︶等を対象

会賞の廃止ではなく︑連句並びに連句協会発展に真に尽く

をするのはやむを得なかろう︒ただし︑このことは︑即協

これらのことから︑今までのような協会賞が発展な解消

れた︒顧みて︑これら五巻はいずれも一巻を統ぶるに相応

まいか︒

Ｂ・去嫌︑調べ︑品格などをチェック︒

しい発句を置いていた︒また︑全般に言えることは︑情緒

纒綿たる恋句や歴史・物語などを踏まえた付けが稀少に
なったのは︑時代の流れとは言え淋しいことだ︒
本選では︑二次予選に上った一九巻の内訳とともに︑
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八堺・きさらぎ連句会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

パソコンネット入る情報

山田典克
池原圭子
酒井保典
正

圭

真

悪戯の好きな砂粒忍び込み
甥にせがまれ獲るかぶと虫
ゥ新世紀埴輪の船で船出せよ
活躍をじっと見つめる柱陰
指輪のあとの痙く夕暮れ

真

啓

不機嫌な理由を言ってくれないか

保

真

地位協定に揺れる沖縄

セ・パ両雄に並ぶつわもの

そのかみの我に戻らん寒の月

曲︿

正

積雪の中描くシュプール
山深きペンション村のあくび猫

圭
真

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

下に下にと春の行列

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

赤ら顔なる十二神将典

スーパーのうランスワイン姿消し真

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

舞台からカストラートは孕ませる正

羽衣だけは身にまといたし啓
柔肌も老いて錫のごとくなり典
柿いらんかね栗いらんかね真

月兎平和の祈り見守れり啓

夜学の窓に笑顔映りて圭
築書刻める表札の文字正

すが

ナゥ書斎には鈴の音清し宣長忌保

リフレッシュ休暇の使い道如何真
四十路半ばのボランティアなり啓

︵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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八大阪・紫薇の会ｖ

歌仙﹃カルデラの﹂
澁谷道捌

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
ゥ衣更えして快から古手紙
結婚しても別姓のまま
灰皿に匂い残して姿なし

治

藤川勝子

道

海の陽あたるセカンドハウス

代

治

恵

月待ちに飯を噴かせて魚焦がし

道

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

旅中の僧と碁盤かこめる

吉﹄

治

宙心

治

大波小波ぶらんこも揺れ

荷物からかおをのぞかせテディベア

都踊りに財布すられる

酒の酔い一気に出でし花吹雪

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

遠泳のさびしさにまた引き返し美

工場の煙重く流れる道

ピアノの曲に冬の旋律満

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

天井をわがもの顔にねずみ族美

宿性に衿かき合わせては代

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瀞

引潮に陸鑿島のあらわれて恵

︵於・大阪住吉澁谷方︶

雛を納める箱のかぐわし瀞

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

平成七年八月二十一日首尾
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八富山・樹氷連句会ｖ

歌仙﹃木枯らしや﹄
いぬじま正一捌

久我妙

いぬじま正

是行修

木枯らしや一葉届く友遠し
初雪とある文字の書き癖

紺野愛

ふるさとへ車の長蛇続くらん
コーヒーもよし昼寝またよし

客が途切れて屋台うそ寒
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

覆面の夜盗のっそり月の背戸

萩の小道の先は湖

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

秤鰄峨奪十垂胆一汁唾甲露︵文音︶

守つ
−ノムー

月浴びて誰か駈け去る都会中

すねた女の指のしなやか

ワ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

轍の残る塩の道ゆく

イベントの人気をさらう猿の芸

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

浅田岡中

年

雪健

八東予市楠・しらさぎｖ

田中一火女捌

日武寺田
川

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

牛乳瓶に挿せるコスモス

年金の生活に今や慣れもして

樟脳匂ふ秋のお茶会

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

挽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

蛍すいすい窓を過ぎゆく健

羅にもゆる乳房を納めかね火

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

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情
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

琴弾烏の雨を呼ぶらし情

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

︵於・東予市楠河公民館︶

平成八年五月十七日首尾

′ノ

玻璃越しに輝く月を仰ぎつつ
ゥうらぶれて晩鐘を聞く奥の旅

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

船頭の舵に委ねて川下り
古刹の杜に棲める麗鼠

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
成るようになれと図太くきめこんで

張り子の虎の首がゆらゆら

御手洗を女陰と崇め花の宮
絵筆を執ればもゆる陽炎
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雨女
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森

﹁連句協会賞﹂について

◆協会賞の設定は協会発足以前の懇話会からの引継ぎであ

り︑既に過去十四回を重ねた︒懇話会発足当時と︑時代

や背景︑会員や会員外の意識の違いが出て来て当然であ

その見直しや制度そのものの在り方︑方法を問う局面が

選考経緯と今後

る︒組織や制度の維持管理は何事も年数回数を重ねれば︑

◆協会賞の選考は例年どおり︑常任理事と理事の半数にて

出て来るのはむしろ健全であろう︒協会賞についても存

無理も出てくるし︑理念や意識のずれが目だって来る︒

第一次予選を行い四十二巻を得︑また正副会長と理事長

続も含め例外ではない︒従来常任理事会︑理事会その内

中尾青宵

により第二次予選を行い十九巻を残し︑それに基いて第

外で種々議論がなされて来た︒

◆連句には本来︑可不可の選考に耐えられる文芸かどうか

二次予選者合同会議にて本選を行って︑別表の如く四編
の受賞を確定︑理事会に諮り決定された︒

内︶の既に受賞の捌者は原則として除き︑結社について

意義を持たせることである︒従って極近年︵目安五年以

◆今年度推奨選考の方針は︑数年来の方針である奨励賞の

可とし︑数回の再検討で単独推奨の内から一巻を得た︒

あった︒最終選考はこの六巻から検討がなされ︑三巻を

たものは七巻︑第二次予選での複数選者の推薦は六巻で

を受けやすいし︑また協会自体がそれを排している印象

されないことがいかにも授賞作より劣っているかの評価

被選考や授賞を考えていないかもしれないが︑選考授賞

作品は選ばれにくい制度と運営であった︒それらは元々

正直に記録して置くが︑独自の俳譜観︑その実現の連句

数決による制約などが自ずから生む諸問題があった︒

制度の在り方・混同にからむ問題や最終選考が結局は多

の本質論がある︒又年鑑への掲載が自動的に選をされる

は捌者が異なり且つ作品が優秀であれば取り上げること

を与えてしまう︒破格の作より古典的な形の整ったもの

◆第一次予選での推奨四十二巻のうち︑複数の推薦があっ

とした︒ここまでは例年どおりの経過結果である︒
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及び最優秀賞と佳作という意義ではなく︑奨励賞という

ここ数年︑被選考辞退は印をして区別し選から外すこと

と同門への授賞の可否についてのきっちりした議論︑又

こまで厳正にチェックがなされるのか︑選考基準の有無

ているではないか︒また未発表などという応募基準のど

︵人情なれど︶︑バブル期の現象︑江戸の点取り現象と似

祭の運営の仕方である︒いたずらに応募数の多きを要請

意義で運営して来たが徹底しない嫌いがある︒年鑑掲載

したり︑応募の側も例えば同門入賞数の誇示すること等

へ各自各結社が信念を持って︑もっと独自性︑先見性な

授賞後の欠陥指摘や批判に耐え得ているのか等々︑その

の中から選ばれる傾向は否めない︒或いはこのことは文

どを意欲的に発揮することこそ︑真の連句及び連句界の

他様々な問題が︑発生︑存続しているのが現状である︒

芸の否定に繋がる問題でもある︒

向上につながるのではないか︒その議論が︑遂に従来の

◆ここらで本家本元の協会賞を一旦休止して︑いろいろ巷

間議論して戴くことは︑本賞一旦の休止による損失︵有

方法による連句協会賞の制度を中止することとなった︒
尤も︑こうした意見は全会一致のものではなく︑従来の

るとして︶より︑今日と将来に︑より大きな実りをもた

の為に参加するのか︑賞を獲るために応募するのか︒前

出来ない問題を孕んでいる︒殊に祭りとして譜和その他

このことは国民文化祭や地方大会の授賞に於いても無視

法をもって再開は有り得る訳である︒

総会付議事項︶ので︑議論提言により︑新たな理念と方

一応規約の第五条第四項は廃さずに残して置く︵改廃は

等︑本稿を入れる今︵五月︶現在では︑全く白紙である︒

◆今後の再開については︑その有無︑有るとしてその方法

◆本来︑俳譜連句とは何か︒その座とは何か︒

らすのではないかと思量する次第である︒

存続を支持する向きも居られる訳である︒
とまれ既に今年度年鑑の募集要領からは外されている︒

◆賞の設定は︑確かに︑一部に於いて励みになるとか普及

者に対する主催の側の配慮は結局どう現されるのか︒入

会員諸兄姉のご意見︑活発にお寄せ願いたい︒

に寄与するとかの面がある︒一方その弊害も大きい︒

賞作を別にして参加の印が残らないのが今日の国民文化
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第十五回『連句協会賞』予選本選結果一覧表
対象：平成八年（1996）版年鑑掲載作品
受賞

第二次
予選通過

○

○○
○○

︒◎
。

○○○○○○

◎

○

第一次予選通過作品
巻

頁

名

結社(略称）

捌

78

六波羅門

青葉城

小野塚妙子

90

竹酔日

あしべ

(三吟）

91

根の国

あしべ

(両吟）

115

夜光虫

NHK冑山

宇咲冬男

119

囮

海市

鈴木漠

120

小鳥

海市

鈴木漠

121

往還の笛

解續

別所真紀
渡邉陽行

122

那賀の水門

香川

127

野梅

かびれ

(両吟）

131

目借時

かびれ

西幾多

132

初湯

兜

清水一興

137

花守りに

川内

池川媚谷

140

能登の海

桔梗

田先由紀子

141

秋天や

きさらぎ

小池正博

○○

○○○

158

かつみ葺く

草茎松山

武知千代

161

連句碑

興聖寺

岡本瞳

165

春の星

ころも

(付回し）

171

火を囲む

三尺童

丹下博之

176

羽子板市

鹿

(五吟）

186

カルデラの

紫薇

渋谷道

188

木枯しや

樹氷

いぬじま正一

192

今年酒

しらぎく

大西貞子

193

木毎

しらさぎ

田中一火女

195

梅香る

新庄

笹白舟

204

田螺鳴く

浅春

谷敷寛

208

秋夕焼

埣啄

森三郎

212

永き日を

第六天

今泉忘機

222

初句座

中央

今村佐久子

248

水の輪

俳譜工房

窪田阿空

249

猪名川の

俳諸接心

岡本星女

264

明日秋の

円十廿里

安藤美保

265

秋深む

円価里

松尾一
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受賞

第二次
予選通過

第一次予選通過作品

○○

８
６
７
９
１
５ ６０
２ ３１
８
７２
８２
８２
８２
９９
２
２９
２ ３０
３３

頁

巻

結社(略称）

名

捌

ぢいちゃん

PC‑VAN

海野海砂

アキレス腱

広野

村木佐紀夫

冠木門

藤が谷

中島啓世

大首絵

北杜

狩野康子

梅雨のはしり

北杜

佐藤千賀子

瀬戸の秋潮

松山連句教室

井上弥生

小春日や

松山連句教室

井上弥生

琴の音

未来図

原田千町

金米糖

未来図

原田千町

降りみ降らずみ

遊子座

和田忠勝

以上42作品（被選考辞退作品は除く）

ヲヲ

回顧

平成八年の連句界

土屋実郎

年二月には吉田不可止・澁谷道・秋山正明共編﹃橋間石俳

譜余談﹄︑三月には福田眞久﹃国際連句論﹂︑七月には橋間

石﹃奥の細道歌仙評釈﹄︑秋には中尾青宵﹁芭蕉さんの俳諸﹄︑

浅沼漢﹃可能性としての連句﹄が刊行された︒また六月に

は刊行された廣川治﹁連語句を楽しむ﹂Ｈ口を最近贈呈さ

れたが︑語句のモンタージュという観点から﹁連語句﹂と

いう概念を導き︑これにつき論じている︒連句の基盤に当

行事を顧みるとき︑つくづくこの年も多事であったと思う︒

品集Ⅵ﹄︑﹁鹿苑十号﹄︑﹁俳譜冬もみじ﹄が刊行された︒連

作品集としては︑磯直道﹁続・葉月会連句集﹄︑﹃猫蓑作

るとも考えられなかなか面白い︒

日程がかち合って欠席したものもかなりあった︒また回を

句雑誌としては﹃れぎおん﹂が皿・週・皿・巧号と号を重

協会報と手帳と句控えを繰りながら︑平成八年の連句諸

重ねるものが多くなったので︑これからは日時の調整が必

最後に慶弔にふれる︒六月二十二日協会顧問宇田零雨氏

ね︑総合俳譜誌としての風格を帯びて来た︒

そこで別紙のごとく︑協会の諸行事も加えて一覧表にし

が長逝された︒昭和十年﹁草茎﹄を創刊され︑以来六十余

要になると思われる︒

てみた︒精疎さまざまであるがこれで大体の傾向は把握し

大なる業績を讃え︑心からご冥福を祈る︒また七年十二月

年にわたり三千三百余巻の歌仙をまかれたといふ︒その偉

平成八年版﹃連句年鑑﹂が九月末に刊行されたが︑前年

には評議員︑宇和川匠助氏が︑八年四月には理事柚木治郎

ていただけると思う︒

に比べ約五十頁の増頁となり益々内容が充実して来た︒ま

氏が︑またベテラン連句人の三好龍肝氏︑中島櫟効が逝去

された︒深く弔意を表すものである︒

た売れ行き好調で増刷したことも特筆に価しよう︒
出版物も︑七年十二月だが︑今泉準一﹃其角と芭蕉﹄︑八
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平成八年連句行事一覧表
｜■■

月

理事会（日本青年館）
1

連句界諸行事

協会行事
1／3

1/14･ 15

国際連句初懐紙交歓
(佐渡・ローマヴァチカン）

NHK

27

連句ばらえてい放映
２

1

協会報88発行

2／10

連句フェスティバル
(池袋）
9

3

常任理事会（赤羽会館）

3／17

第3回津幡大会（石川）
4／19

協会報89発行

I

4

第3回宗祇祭（裾野市）
12

理事会
（市川・サンプラザ）

5／l9

5／11

関西連句を楽しむ会

第8回青時雨忘（浅草）
5／26
第16回大山正式俳譜

）

(神戸）

１認
6

協会報90発行
第15回全国大会

6／2

香川県連句大会（観音寺）

（日本青年館）
b

常任理事会（赤羽）

7／27

干葉県支部大会

7

7／28
連句フェスタ宗祇水
（郡上八幡）

（市川サンプラザ）
I

協会報91発行

8／5，

6，

7

第4回天の川を見る会
連句会
（佐渡）

8

6

30

常任理事会（赤羽）
'96連句年鑑刊行

9／6，

7

第8回新庄大会

9/28, 29, 30
第11回国民文化祭

9

9/15
大分県連句の会・
支部結成大会

とやま'96 （井波）
1

協会報92発行

10/6

10/6

第1回

鶴岡八幡宮正式俳譜

岐阜連句フェスティバル
10/12
第50回芭蕉祭（伊賀上野）

l(）

２

常任理事会（赤羽）

11

11/10

l1/23

埼玉連句大会（常光院）

五十嵐浜藻記念連句会

11/23, 24

愛媛県芸術祭
I

12

協会報93発行

12/1

第23回俳譜時雨忌（東京）
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（町田）

作

口叩

ｌ連句グループ五十音順

八東京．ああノ会ｌその一Ｖ

こち

歌仙﹃東風に死ぬまで﹄

麦秋やたグー本の滑走路
パナマ帽子が足早に行く
放浪の果冷せいろ食ひもして

大風呂敷を仮だたみせり
竹林に今か降りくる月の人

村野夏生捌

瞼に這はす舌のざらつく

歌舞伎町二丁目裏の北ホテル

波とカモメとバラと海賊

つま立ちて髪洗ふ身のやるせなさ

子

留

生

艸

子

川野蓼艸
瀬間信子
坂手手留
篠見那智
村野夏生
粉川宏
市川浩司
井上南天

焚火して月の出を待つ曲馬団

智

ひかがみ

虫篭売りの合はい勘定
ゥ秋遍路掴かたく石の橋
不貞寝二階の遠き東京

老い易くしてなほ老い難きなり

天

留
艸

膝当て光る薬種商です

グラスハモニカ響かせ﹁そして船は行く﹂

智

字﹂幸ワ

わが顔ひとつ東風に死ぬまで

花の夜悪妻たりし母負ひて

ナォかげろふに盗っ人役の丈低し宏

回転ドアが男街へる艸
うれ

樺の梢今日もこだはる鴉Ａ智

更地の過去の姿浮かばず司

ゐ
家霊等よな地
震が来るぞよ皆出でよ艸

鯨かかりし浜のサイレン司

短日をひねもす寝たりヒモとして艸
チェルノブイリを思ふともなき留
ヴィーナスがパスタ一皿捧げ持ち天

背景はただ三角の波艸

夕月夜眉目飛ばして連弾す智
︾﹂︸﹂つ︽一

秋の情を絶叫短歌留

ナゥ菊枕縫う指先の木綿針子

水も時間も急ぐ冥き野智
海底に蛸訊転の頃なるか艸
烏賊徳利は熱燗にして子

むくろ

骸である花を浴びつつ上向きに生

︵於・東京中野・如庵︶

舂の行く手を断崖が断つ留

平成八年五月二十六日首尾
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八東京︒ああノ会その二Ｖ

歌仙﹃眠り男﹄
秋声の中より出でて黒き馬車

眠り男の映る月面

ははそ

流されて落合ふ水に柞散り
甘酒ばかり置いてある茶屋

摸の展と年金生活屋根裏に
コレクトコールの遠い問ひかけ

村野夏生捌

現身一枝脱ぎ捨てにせん

艸

子

智

市川浩司
井上南天
篠見那智
坂手手留
村野夏生
瀬間信子
川野蓼艸

タクト振る逆光の耳の淡き紅

智

ワ近すぎて愛の見えない夕霧忌

猫ふんじゃった巴里踏んじゃった

月白に地球儀くすと笑ひをり

贋金づくりが弟子募集中

天

子

うつそみ

つくづくとカルチェラタンのそぞろ神

とうなす割れば種のぽろぽろ

艸

大下さなえ

山
リ

之

智

がちゃがちゃの声に合せて髭を剃る

死んでは生きる貌かたちなり
花降りて士あた︑かく熟しゆく

手錠をはめたま︑の春昼

詩人ランボーは天幕を張ったか子

ナォ末黒野や少年が扉を開けて閉づ智

見ぬふりをする父親の恋子

痛恨の駅に忘れし婦女図鑑智

駆け込み寺で核の実験生

白亜紀の彼方の空ゆ翔びくるもの智

オゾンホールにホールインワン子

酸性雨大地は骨を剥き出しに司

解剖の依頼に否と言はれけり艸

奉公袋霜に残れる智

暗い廊下であやとりをする之
冬の月着剣の兵ゐしことも艸

ナゥ果汁入り微炭酸飲料飲む渋谷にて之

だらしなルック坐るまん中司
携帯電話終日鳴らぬ淋しさよ子

︵於・東京中野・如庵︶

いざ轟々と揺れよ陽炎艸

はまぐりのから合はす手のひら之
花天に拒絶のワニとして去るさ生

平成八年十月二十七日首尾
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八仙台・青葉城連句会ｖ

半歌仙﹃春
幸ヨ﹄

佐藤ちよ子

佐々木志遥

小野寺妙子捌

手酌に合いしにがき蕗味噌

のんのんと積るつもりの春の雪

鈴木文男

小野寺妙子

ち

遥

小野寺信一郎

長田雅道

三連休の家族稲刈り

入学の来賓祝辞長すぎて
試合開始の高いサイレン
航跡の末広がりに昼の月
無為に追われて昨日また今日

ゥ雁の声夜のしじまのしまい風呂

男

男

妙

妙

相傘に黒髪匂う肩を抱く
いわくありげな尼の説法
羅の衣桁に月の影さして

道

行きずりの捨て猫拾う独り者
唄も踊りもとくと仕込まれ

風炉支度終え明日の茶事待つ
学問という名において墓を堀り

郎

遥

ち

郎

遥

平成の世に名所誕生

一どきに色失えり花の雨
鍬洗ひ居る川にあめ鱒

秤率い︾に朋一弘明雷︵文音︶
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の

八東京・あした連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃烏曇り﹄
酎烏曇り轆轤止まれば壷生まれ

§弥生の午後を水匂う里

宇咲冬男捌

宇咲冬男
白根順子
川岸一邑皇貝

順

柴崎絢子
蓮見林
山司英子
関根雪子

開通式のくす玉の割れ

大試験了えナナハンに飛び乗りて

沁リマのテロ無常の汗に泣く神父

§たちまち乱る列車のダイヤ澤田乃芙子

鍼変圧器にわかに狂い停電す英

渦潮の大竜巻となり昇る林

村は総出の茅の屋根替絢

愛用の一眼レフのかげるいて英

夏の渚にハイレグを待つ稜

君抱けばかつらがはずれ淋しかり順

宮に仕えしことの身に入む冬

実むらさき活けて良夜に読む源氏冨

谷崎・円地・晶子・虫鳴くた

識年の豆表通りへ突き抜けて稜
く東みてすり寄るお隣の犬登

病みぬいて鏡の中にものの見え浪
あれやこれやとこれからのこと和
高橋たかえ

風炎の天へ消えゆく花吹雪順

膝かりて少しまどろむ秋の園

五線に流る恋のときめき

にぎやかに古賀記念館オープンす

承

伊藤稜志
山崎浪江
栗原英甫

月埠々と蒸し暑き街

はなやかな舞台姿に喝采す

く悲しき時も酒ふるまわれ

松茸飯は妻の得意で

田村登寿

老年も若者も居る月見茶屋

北窓開き遠嶺望まんた

卒寿の春をひたに書く人角田双柿

りやすくするため起承転結と付した︒

︵捌き注︶季句の付けを順行で試みたもので各折の変化を解

︵於・熊谷市緑化センター︶

稜志

平成八年四月四日首
平成八年五月二日尾

漆原邦花

清水うた子

交番の巡査部長のうまい手話乃

湖の向うは補陀落の郷

中和枝

蹴いてゆけない遺伝子医論

冒田

恐竜もアンモナイトも世に出でて

琴弾初めの社中昴り

秘めやかにとき色ひろぐ返り花
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白根順子捌

た美乃雪順
か智芙
美雪た乃雪美順乃美た乃雪順え子子子子

八熊谷・あした連句会その二Ｖ

歌仙﹃風死して﹄

翅を重ねし薄翅艀蜥

風死して万物の負う孤独かな

アトラクションにハンドベルあり

ナォ藍染の旗立て鯵粉細工売る順

垰の座す映画のセット雪
ちちははの時代の杏くなるばかりた
明暗・斜陽・家・細雪順

藤椅子に夏かぜの身をもたせいて美

乱れしままの羅の裾乃

靴音に恋の別れを知る夜なり雪

みそラーメンをむさぼりて食む乃
台湾に確と生きてるにっぼん語た

平和祈願の鐘のしずけさ美

月高し松美しき城山に乃

秋の彼岸にふえる新墓地順

ナゥ村芝居手振り面白おかしくてた

共同出湯はきょうも賑わう

栄転の任地にはやも馴染みたり乃

たたみし傘のしずく料蛸た

急磑の時を鎮めし花明り宇咲冬男

︵於・江東区芭蕉記念館︶

種蒔く人のなつかしき景美

平成八年八月二日首尾

幸三

86−

モデル嬢さっそうと街歩くらん

遙かなる月に捧げん望郷碑
紫苑は淡きむらさきの色

雲は静かに流れていたり

ゥ潮騒のいよよ昂ぶる地蔵盆
あなたのお家訪ねてみたい

﹁横浜﹂というカクテルの酔いごこち

潰えし歴史震災の駅

飛びついて﹁パパお帰り﹂と子の二人

寒土用空しんしんと月昇る
悴かむ耳朶に犬の遠吠え

数々とどく結納の品

青銅の壺どっしりと床の間に

花越えて唐天竺の守り神
春泥の道しばし歩を止め

高宮沢関白
橋脇田根根

八東京・あした連句会ｌその三Ｖ

歌仙﹃賢治の汽車﹄
成田淑美捌
荒木忠

成田淑

三枝正

川上綾

宇咲冬︑

宴の支度すでに整う
新井世

ォ天の川賢治の汽車が轟々と
ムーンストーンの放つ秋冷
高殿に白く障子を貼りつめて
さわさわと心地よき風吹き渡り

中野稔

溜めに溜めたる宿の支払い淑

ナォ春暑くマジシャン鳩を出しそびれ綾

意に従わぬ看護ロボット

世

稔

足腰のたたぬふりして杖をつき世

夏色のアルプスの嶺々仰ぎおり

角笛の音に込める純情綾
待つ合図とてランタンを窓に置き忠
恋の仇がぬっと現わる世
祝言の花婿さんは瘤だらけ正
橋がかりには三本の松正

羽衣を舞いおさめたる望の月綾

波打ちかえすやや寒の浜世

ナゥどぶろくの欠けし茶碗をわし掴み正

雨に濡れいて破戒僧めく淑

豊かさのぜい肉おとすウォーキング世

姫鏡台を覗きうららか稔

銭湯の煙突花の雲を貫き淑

︵於・江東区芭蕉記念館︶

未知の世界へひらく弥生野稔

平成八年八月二十八日首
平成八年十月二十五日尾
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丘の起伏を埋める向日葵
ゥ捕虫網振りまわしゆく餓鬼大将

海苔まっ黒な丸いおむすび
おめ︑だいてけれ︑おら︑おもしれえ

浅草で遇って思わず国誰
ココャシの木蔭の新居夢多く

遙かに続く香料の道

釣鐘マント遣し父逝く

凍て月へ路駝悲しき瞳上げ
肩を組み声の限りの応援歌

団体旅行旗を印に
滋賀坂本の山王祭

湖へ光ゲと雪崩るる糸桜

世稔淑世子正忠正淑綾正忠紫子子男美男

八東京・あした連句会その四Ｖ

歌仙﹃春の潮﹄
理想に燃ゆかぎりは老いず春の潮

福田太ろを捌
福田太ろを

ナォ初虹の脚はおぼろの中にあり範
どこからとなくカナリヤの声小

クルーズは豪華版にてハイクラス澄
ＣｌｅＯｐａｔｒａの宮殿の跡澄

枯れしかずらの英語教室範

雪の湯屋宙に煙の留まりて絢

紫崎絢子
浅沼小葦
矢倉澄子
彦坂範子

満月の歪みし影の隠れなく絢
ねずみよこぎる議事堂の秋澄

都市の鼓動の消えし静寂

︵於・江東区深川芭蕉記念館︶

平成九年二月二日首尾

亀の甲羅にここちよき東風小

ゆっさりと枝垂れしだるる花に遭う澄

城の町には行き止まりあり絢

ベレー帽子に鳥打ち帽子絢

げ

実に痴れ尽くす谷崎の﹁鍵﹂小

淫らにも若く美しその女は太

ばったり遇いしバッイチ同士範
小

病身の親の面倒ひとまかせ範

どの窓も月ひとつずつ終電車

小

チェロ弾きの指しなやかに穀雨来て

上着の袖に草の実のつく

ナゥ神父来る釣瓶落としを背にまとい範

空に高々岬の白蓮

ワ転職を重ねかさねて秋果てる

太

澄

範

無くて七癖酒癖四態

範

目覚めればバーのソファーに胸はだけ

ハンモックしまい忘れし月の庭

植木盆栽軒に整然

澄

範

地下鉄の地下は迷路のように延び範

閼伽のぼうふら底に沈みて

小

外債に幅利かされし経済界

太

絢

絢

風向き報づ気象予報士

別れ上手と津名付けられ

花万朶アキタコマチの種を蒔く

範

文楽はあばらかくつそん黒門町

医学部受験見事合格
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晴男子

田保

八東京・あした連句会ｌその五Ｖ

千男う三知う多知千三う千三子

平本三保子捌

千多三

歌仙﹃鐘鳴らせ﹄
鐘鳴らせ鐘打ち鳴らせ原爆忌

残る暑さの赤きコスモス

ナォ穴をいで蟻の迷える方位盤知

十六歳でたばこ吸い初む千

カーネギーホール借り切るミュージシャンう

黒白黄色みんないい顔知

香水のすれ違いざま半夏生千
妻に秘めたる西日射す部屋千

鏡台の胸のクルスに傷すこし多
断ちたるはずの酒をまた飲むう

このところ内憂外患弱腰で三

修復遅々とああ神戸港多

火を入れて月光浴びる登り窯知
酢橘しぼればお夜食の美味三
ナゥ風の中屋根を繕い冬支度う

軽き身嘆く還暦の父千

恩給と年金はたき処女句集千

噂りの野に牛の寝そべり多

花燗漫むかし兵舎へつづく道三

︵於・江東区芭蕉記念館︶

春愁に佇っ靖国の宮執筆

平成九年二月二日首尾
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ぽっかりと宇宙に浮かぶ月ありて
う

た知

冬

声晴れやかに訪う人の影
落成の梁に大きく家紋掛け

親亀子亀甲羅干しいる

ゥ土用波竜宮城はあの辺り
ほろ酔う女のひそと寄り添う
別姓のままはいやよと泣きつかれ

墓石に刻む﹁誠﹂の一文字

京洛に新撰組の出没す
寒月照らす雪の辻々

流感のまたも猛威をふるう頃
ニュースショーにて麻原裁判
のら猫のボスがのっそり塀の上
好物まではちょっと手がでず
花の名を夢見草とは誰が言いし

朧おぼろに山紫水明

清田福幸平
水川永田本
宇
咲

八東京・あした連句会ｌその六Ｖ

歌仙﹃虞美人草﹄

ォ虞美人草ふわり吾が掌にこぼれけり

高みより来る夏蝶の舞

記念館祝ぎのテープをカットして

幼稚園児のバンド賑やか
十五夜の月玲朧と山の端に

福田芙紗捌

晴

福田芙紗
臼杵瀞児
松沢晴美
田川知
芙

脳内革命頭痛はちまき芙

ナォＣＧのバーチャルリアリティの春美

白墨を握りしままにつ命
果て知
陽のめをみたる銅鐸やの光沢瀞
潮騒のよせては返す丘の上晴
へそ出しルック走り寄る汗瀞

炎と燃ゆるかりそめの床芙

薔薇胸にタラップ降りるミュージシャン冬

絢燗の御披露目歌舞伎立見席美

禅子丸柿味のよろしき芙

動く歩道をせっかちに行く知
後の月古利は寂と靜もりし瀞

雲に誘われ望郷の詩知

瀞
瀞

策いつぱいにきぬかつぎ盛る

知

ゥ去来忌と知らず嵯峨野を賞づる秋

清貧の世も昔語りに

平成八年八月二十八日首
平成八年十月二十三日尾

︵於・江東区芭蕉記念館︶

老いも若きも耕せる畑知

蔵の町枝垂るる花の影綾に晴

井戸のつるべに残る薄氷瀞

ナゥ牧閉じて肥りし馬を連れ帰り瀞

普段着で迎えてくれし宿の女

知恵の輪を解いてはづして知恵比べ美
芙

瀞

晴

釣が口実通う毎日

大平美代子

移り気は男の性と諦めて
砂の時計のさらさらと落つ

知

くドウィンの帰路急ぐ背に冬の月

芙

瀞

神々の饗宴酒に昴ぶれり
箒目しかと苑を鎮めし

獲物あまたを提げし麿狩

晴れそうで降り出しそうで花の昼

晴

宇咲冬男

団扇作りの店の片隅
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八東京・あした連句会ｌその七Ｖ

歌仙﹃初芝居﹄

桜井つばな

松澤晴美
臼杵瀞児
中野稔子

松澤晴美捌

開発の造形競う街ならん
三澤律乃

ォ初芝居﹁うかれ坊主﹂に浮かれけり

イベント場のまこと賑わう

律

大川端に満てる若潮

月中天キャンパスの森黒ぐろと

海
稔

そっとのぞける鹿の愛らし

好き嫌い色とりどりの世の中で

稔

つ

あばたもえくぼ乗る玉の輿
保育園親は無くとも子は育ち

つ

律

インターネットで頼む弁当

机の上のオルゴール鳴る

ゥ名刹の冬の仕度の忙しく

蜘蛛の囲に雫光れる夜半の月

律

晴

瀞

つ

律

瀞

晩夏の浜に閉じし売店
０１５７点滴の腕痛々し

見学のみの議員大臣

米都から早やはずむ声花便り
うららの町を飾るブランド

十七文字の俳句漢俳瀞

ナォさまざまの思いしのばせ降る黄沙つ

郵便受けに雪の積もれるつ

水茎の跡美しき書道展律
ラジオ体操手足伸ばして稔
寒蜆朝の味噌汁母の味律

赤糸手繰り追うは地の果海

胸さわぎしつつ旅行く君想う宇咲冬男

渋谷駅頭ハチ公のあり瀞

すでに亡き岡田嘉子は名を残しっ

茶髪族有明の月気にもせず稔

銀杏もみじのひたすらに散る晴
ナゥ産土に樽つみ上げる今年酒瀞
露店に並ぶひょっとこの面律
望郷の夢断ちがたき出稼ぎの律

︵於・江東区芭蕉記念館︶

山連らなりて百千烏啼くつ
古木なお花片々と艶やかに稔
降りみ降らずみ濡れる春雨つ

平成九年二月二日首尾
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八熊谷・あした連句会ｌその八Ｖ

歌仙﹃冬草の﹄
冬草の貫き通す己が色
闘志を秘めて立ちし凍土
転職を語る抱負の拡がりて
刀剣置かる床の間のしみ
鳩吹く風の渡り来るなり

松ケ枝にかかり孤高の望の月

瞳うるめる夢二の絵画

北の旅水尾引く湖の身に入みて

結婚式は派手派手にする

時超えて青年の顔ハーうめく

寄せては返す波のしろじろ

機の事故に思いもよらぬ姿なり
梅雨の間の一夜の月に詠みし歌

源氏と平家蛍飛び交う

路地裏にギターの音の流れきし

誕生佛に甘茶そそげり

湯けむりの香の漂いてくる
裾野より咲き昇りたる花の雲

中和枝捌

中和枝

圭ヨ

シフ

清水うた子

関根雪子
田村登美

蓮見林
和

﹇ⅡＨ

幸ヨ

工が川

ア﹁／

幸三

林

″

林

ア﹁／

登

壺三

到来物の酒をたしなみ雪

ナォ背に眠る孫重くなる春の宵・登

ベネチアのグラスの並ぶ飾り棚和

手帳に残る電話番号う
道ならぬ仲叩く寒雷和

埋み火をかきたてている胸のうち林

ころげ出す毬を車がはねとばし登

神に佛に祈る行く末雪

サッカーブームに野球押されるう
消費税三パーセントはいつまでか林

かぽそく鳴ける櫓田の虫雪

後の月隈なく照らし浄らなり登

遙けき山の晴ればれとして登

ナゥうなじより秋の寒さの試歩の径和

ぢぢとばばとの二人三脚う

評判の蕎麦まんじゅうのほの甘く林

︵於・熊谷緑化センター︶

どじょっこふなつこ水ぬるむ川雪

ふる里の花の盛りは殊更に和

平成八年一月十一日首

平成八年三月七日尾
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八熊谷・あした連句会ｌその九Ｖ

歌仙﹃ただ白し﹄
柴崎絢子捌

木島斗

宇咲冬︑

柴崎絢

思いをとどむ青き楪

去年今年水の流れのただ白し
背丈より高きスキーをはく児にて
伊藤綾
山崎浪

ナォ行く春のからくり時計踊り出て斗

豪邸のロマンスグレーにしたわれる冨

万円札を拾う愛犬綾

子連れ同志のはやも打ち解け絢

男運なしとつくづく雪の葬冨

流れ漂う綿虫の消え浪

繊細な五木寛之ペン大き斗

灯の暗からず北欧の町綾

人形のフレアースカートふっくらと斗

自動ピアノがノクターン弾く冬
出窓には葡萄に林檎よく香り浪

長さを競う海峡の橋斗

なにも要らない良夜更けゆき冨
ナヲ階段の辛さ忘るる金刀比羅宮綾

若者は無銭旅行で翔ぶ世界絢

身振り手振りのコミニュケーション浪

散り敷ける花びらの中茶器を賞で冨
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峠越えんと夢のふくらむ
宇宙船めぐる彼方に昇る月

山岸冒田

平成八年一月首

︵於・熊谷緑化センター︶

光りし風に匂い立つ土綾

平成年三月尾

／ン

超広角のとんぼの目玉

ワ冷まじき東京都庁ガラス張り

中味を見せぬ幹部官僚

ホステスのアドレス帳が値よく売れ

役者と歌手が同じ鍵持つ
結局はひとりで暮すほかはなく

窯場の煙いつか収まり

夕焼に染まる満月カルデラ湖
ケーブルカーで飛ばす夏帽

宿坊の精進料理般若湯

ひねもす座して心洗われ
家鴨どち胸で分けゆく花筏

労働祭に唄う公園

浪絢綾絢冨綾貴浪冬絢浪綾斗江志川男子

八東京・あした連句会その十Ｖ

歌仙﹃時雨忌﹄

葉田多々男

阿部朝子
沢田洋々

阿部朝子捌

座にまじりたる若き麿匠

時雨忌や歌仙の恋のままならず
草枯れて荒野に現るる径ならん

宮脇美智子
洋

室伏章郎
宇咲冬男

あぶなく揺れる朽ちし吊橋

青松虫のしげき街路樹

月の舟傾むく西に眉を上げ
ゥ冬隣灯油しこたま買い込んで

ナォ着飾って遠近集うイースター美

自縛車乗ってめざす化学者多
あと何年宇宙旅行も夢ならず多

武道始めのりりし警官美

今からばら銭かめに貯めおり美
それとなく羽子板市を見て歩き朝

男盛りを癌で急逝冬

姉いもと一人の人を奪い合い朝

命ひしめき鮭のぼりくる洋

月光がほろほるこぼす萩の露朝

ぶりきの玩具捻子のゆるみし美

泰平の余剰をかこつ今年米章
石を蹴ったら尻もちをつく冬
ナゥ夏芝居三下奴の出番です多
洋

解いてみよ﹁複雑系﹂という手法洋

垂早

美

鉄漿染める鏡台の前

日の高き閨のカーテン閉め切りて

朝

平成八年十月九日首

平成八年十一月二十日尾

︵於・池袋連句会︶

新社員職場のための花筵章
真蹟出でて暮れかねる空洋

すべての道はローマへの道章

ブレスレットの真珠散らばる
沖縄の苦汁分け合うむづかしさ

洋
一早

冬へ

あした法華経夕べ弥陀経
廃鉱をあまねく照す月涼し

企画楽しき野外音楽

匁﹃

朝

打あげの酒に貴賤のあらざりき

コインころがし天気占う
花満ちて童話の小人花の舞

多

洋

馬の子生れしうららかな坂
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八町田・あしたの会えびね支部﹀

歌仙﹃鍋奉行﹄

大平美代子

小谷伸子

小谷伸子捌

山茶花はらと散りし鱒踞
平野三枝子

長箸の仕方話や鍋奉行

紅殼格子続く街並

高々と竹刀を鳴らす音がして

枝

ナォふんだんに蓬だんごの盛られたるり

宿の広間の古き掛軸

癒されて湯神に松葉杖納め

押せば引きたる幼な妻にて澄

編込みのペアールックのスキー帽高橋政子

効き過ぎている暖房を消し澄
くつろげる日米首脳隠し撮りげ

忽ちにして変る風向き制

復元の船を浮かべる資料館里

受け継がれきし伝統の技し

名月のかげ路地裏に隅もなく

きのこづくしの大きピザパイ幸

大坪万里
矢倉澄子

ナゥ運動会元レーサーがオーナーに枝

文化の日とて勲章の沙汰

代

澄

︵於・玉川学園文化センター︶

平成八年十二月十七日尾

平成八年十二月三日首

満開の花を褥に雲一っ伸
春風飴蕩座すは磯仏枝

番の雄が不意に横切るり

じんじんと足しめつける靴に泣き澄

興奮煽るラップ驫々げ

笹森とし子

夜もすがら玉兎を賞でっ歌を詠み

とり囲みたる千年の杉

ワ親族どち墓に新酒を注ぎつつ

三橋しげ子

依田みどり

枝

山田幸子

外した時計置き忘れたる

デパートのフロア舞台で映画ロケ

進藤制子

たまどっちして育児勉強

風船虫が池に飛び交い

場違いな茶髪ピアスが掌をつなぎ

人通りふっと跡絶えて梅雨の月

伸

代

里

平井敬一

当ったくじの見つからぬまま

新しき家持ちたしと子の夢は

端山のどけき信楽の里

窯明けの朝うち仰ぐ花の空
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ハ大阪・あしべ俳譜塾その一Ｖ
宮沢賢治生誕百年記念︿その一﹀

歌仙﹃青胡桃﹄
軽便鉄道月の涼しさ

青胡桃イーハトーヴの国遠き

糸口ふっと解けし謎々

ナォつちぐもり恐竜展が評判に

政治屋共は濫に入れたし

しゃっくりは背中どつきて止めるべく

夢かうっっか君とばったり

かきくどきゐしが魔女とは知る由も

東雲分けて走るオリオン

白銀の月のゲレンデ絵のように

戦後派作家つぎつぎに逝き
なじみなる店の琉歌と泡盛と

なす漬あれば三合は呑む

江戸っ児の火消の粋を血にうけて

雛僧なれど精惇な眉宇

ナゥ朝な夕な禅堂の庭掃き浄め
コバルト色のこのごろの空

名物の矢切の渡舟幾棹ぞ
卒論やっと成りし散策

はからずも石割桜咲くに逢ひ

人さまざまの老いらくの花

拝鰔叱斡十座朋十型甲雷︵文音︶
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釣ぴとは夜鷹の声に驚きて

元日草は窓の彩り

福引に祖父母も招き賑やかに

無償の愛を知りし若者

ゥ震災後この一年は重かりし

わたしの趣味は化石採集

祝婚の曲は朗らに鳴りわたり

植村直己消息を絶つ

氷河期を生き抜いてこそ人類史

握り飯頬張りをれば月出でて

稲架高々と香る豊の穂

雨も眺めと煙草くゆらす

天狗岩ま向かひにして鹿火矢守

黄色い帽子遠足の子ら

いちにちの散華終りし花静か

福片

時多
迦
時迦時迦時迦時迦時迦時迦時迦時迦子夫
島山

迦時迦時迦時迦時迦時迦時迦時迦時迦時

八大阪・あしべ俳譜塾ｌその二Ｖ

宮沢賢治生誕百年記念︿その二﹀

りんご
歌仙﹃革
果﹄

語り明かさん月のさ小舟

君に摘むイーハトーヴの奉果かな

懐紙に墨の色をたしかむ

ナォ八重の雲茜に染めっ御来迎

喉焼くごとき焼酎を酌む

目覚めたら巨大な虫になる男

インターネット狙うハッカー

宇宙船ただよふ未知の闇の中

糺の森に待ちぽうけとは
言古りし定家の卿の相聞歌

鏡の奥に佇てる吾妹子

長病みのまたひとしきり咳こみて

休戦の約クリスマスだけ

風凍つるバベルの塔も見し月か

石の上に置く羊皮紙の絵図

ナゥつかぬこと伺ひますがどなた様？

槍をひっさげ艫馬に打乗り
大家族子や孫いつも騒がしく

朝日夕日のうららかな国
西海の蒼を慕ふて花吹雪

先帝祭も近き髪柿く

秤鰄Ｍ蓉十ユ明一十託明誇︵文音︶
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からからと鮭の鳴子の概して

寒卵提げ碁敵の来る

飛ぶごとく遊べるごとき筆始

天女の裾にたはぶれる夢

ゥ老猫に白毛の殖えし芽出度さよ

ＤＮＡの螺旋もつれる

これほどに性転換を願ふとは

御師が手打の旅蕎麦の味

首振らずなりて久しき扇風機
アトランタ五輪ふるはい日本勢
あっけらかんと楽しんでをり

前触れなしに轟と舂雷

生涯を月よ花よとあくがれて

ニュースキャスターカメラマン連れ

村挙げて合掌の屋根葺き替ふる

千多
迦
町迦町迦町迦町迦町迦町迦町迦町迦町夫
原片
田山

迦町迦町迦町迦町迦町迦町迦町迦町迦町

ハ多度津・天霧連句会ｖ

半歌仙﹃星流る﹄

高森秋義
渡辺陽行

高森秋義捌

心にしみるやさし月光

願ひごと託す間あらず星流る

亀

郎

蔦沢翠
植松晴子

義

神原末子
福島敏子
堀金清子

小国豊治郎

古川千代亀

久しぶりなる一家団藥

もろこしを焼く香ばしき匂ひして

あるかなき風揺れる夕顔

川開き胸はずませて船で待つ

切なき思ひ占いに賭け

ゥ路地奥に遠くの笛の音が届き

うはくばかりの世辞をたらたら

ときめきもいっしょに写すハイポーズ

いまさらに癒着にあきれ官と業
サラリーがっちり妻に握られ

清

未

敏

熱き葛湯にしみる腹中

義

残業終へ仰ぐ寒月ピルの上

掛け声ばかり景気回復

晴

義

商用はファックスですます企業増え

塩の道なりし峠は花ざかり
大藁屋根にそそぐ春の日

秤

蒔祁朋斗枕印窪︵文音︶
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八佐渡畑野町︒天の川連句会ｖ

二十韻﹃初日の出﹂
福田眞空捌

福田一呉元エ

石川野菊
伊藤節子
中川和子

ォ初日の出牛の瞳の赫々と

安藤清

御鏡重ぬ古き飼桶

夢中で習ふ模型飛行機

中川ハツエ

うみ

五十階エレベーターを乗り継ぎて

ゥ湖の月釣り糸を切る主の鯉

萩に結びし書の艶やか

近藤遊川
本間昭雄
中川アイ
笹木睦子

昇りつめ果てたる後の秋扇
ペルーゲリラに世界激震

ふみ

汗拭ひ唯物論に資本論
化け物揃ふ納涼映画

稲荷の屋根に鳩を遊ばす中村静枝

ナォはちまきを取りて窯師は茶を点てる加藤文子

スポーツカー影は動かずひしと寄り渡辺サチ

不倫の恋をひた隠しつつ若林雅子
槍穂高寒満月は青み増し三浦洋子
沢庵ぽりりカクテルの杯山口高子

ナゥ特売の礼服買ひに急ぎ足本間カホル
万愚節とてだまされる馬鹿生田政春

遠く霞める伝承の鐘本間泰義

花吹雪灯台染める画布の上石井キミ

︵於・畑野町農環センター︶

平成八年十二月二十一日首尾
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八東京・天の川連句会東京支部平

歌仙﹃沸き立つや﹄
福田眞空捌

土柔らかき啓蟄の頃橘文子

沸き立つや辛夷は空を独り占め吉浜ます子

美しき鯛の浜焼き箸添へて高木厚子
喜寿の祝ひに一族の笑み加藤伊久枝
タキシード着る案山子ダンディー安宅由美子

偏額の太文字匂ふ月今宵芳田龍子
女の膝に負ける丁半太田けんのすけ

ゥお待たせに下戸も呑み乾す濁酒大谷似智子
ローン組み億ション勝って喜ばす初沢甚四郎

あなおもしろの鍾乳洞や笹木睦子

とんだことだよ動燃の事故厚
橋龍の内憂外患きりもなく龍

月連れてゆっくり流す舟遊び福田眞空

仏法僧の声届きくる文

ゲートボール友どち句帳懐に郎

甘み増したる春毎食む内山良子

ホームページを開く王室似
神殿の古さに映える花吹雪ま

ナォ野良猫の猫背見守る産間近か厚

躁諺症の漱石の夢け

名探偵幽霊探しに刈り出され文

牢獄の床地下道を掘る枝

戦争は寒き思出ばかりなり龍

茶梅の色庭に鮮やか良

映画観て余韻残りし二人の手郎

恋のマニュアル欲しい若者睦
御法度を破りて愛を貢けりま

ひとりよがりの彫刻の群れ龍
月明かり雪かとまがふ白き砂枝

よちよち歩き拾う団栗由

ナゥ尺八をぼうぼうと吹く文化祭け

旅の鞄にたまどっち入れ似

国連の平和シンボル銃曲がり空

内裏雛持つ人の艶やにま

古伊万里に絢燗と活け花枝垂文

春田に落とす水の滑々厚

︵於・国士館大学鶴川校舎︶

平成九年三月十四日首尾
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八三重・伊賀連句会その一Ｖ

歌仙﹃山始め﹄

ナォ下萌ゆる三百坪の庭の内三

晴耕雨読悠々自適照

歌仙巻く句座に和合と緊張と禮
老どち揃ふ茶を汲み交わし知

村井充子
上杉知栄
永田照子

水島三珪垣

月齢を数へる夜々の晴れつづく三
ぎょろ目の案山子神を宿らせ成

岬の風のきしきしと鳴り貞
総理殿沖縄問題悩みあり成

火桶の上に身をのり出して三

語り部は光源氏を朗々と善

嘉積善之

ナゥ崩れ落ちんばかりの崖の蔦紅葉照

村井充子捌

海外雄飛夢の又ゆめ
充

平成八年十二月二十三日首
平成八年十二月二十五日尾

︵於・上野市図書館︶

つきぬけてくる小緩鶏の声充

奥比叡の花に遅速ぞおもしろき成

せせらぎ登る若鮎の群知

直筆のおくのほそ道貴重なる禮

手も足も出ぬリマの人質充

十六回の力士優勝善

赤き彩セーターマフラーペアルック照

ふる里の土蔵白々月亘る
豊年太鼓天地揺るがす

知

ォ枝打ちに終る一生山始め
孫を守る婆囲炉裏守る爺

嫁を貰へときつう催促

焼芋の屋台の笛の聞こえ来て

ゥ薄原昼の狐と眼が会ひし

充

昭小

心しっかと結ばるる仲

今更に愛たしかめる電話とは

知

日曜ごとのミサをかかさず
小川禮子

角貞子

朝帰りシャシの口紅見つかりて

羊追ひゆく少年の汗

山岡佐智子

若かりし過去荘々の月涼し
コーヒーのＣＭ画像旨そうに

充

恒岡成弥

高垣の濠水温む頃
噂の中縄電車行く

花万朶僧の説話の自在なる
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八三重・伊賀連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃紅葉﹄
恒岡成弥
恒岡弘二

恒岡成弥捌

碑文をなぞる僅々と月
東貞子

伊勢伊賀と岐っ峠の紅葉かな
菊師結ふ十二単衣の姫笑みて
永田照子
村井充子

成

昭州

奥田雅生

充

豊岡はつ子

小川禮子

貞

観光ポスター駅を賑わす
霜柱ざくりと句想浮び出て
棚田に群れる鶴のだみ声

見分けのつかぬ姉と妹

ゥベリーダンス異国情緒もたっぷりと

たわし

仲人の口の上手についっられ
しこめ
醜女なれどもよき伴侶なり

司馬還さんが眼鏡忘れし

﹁束子﹂てふ文字の読めない現代っ子

豊住敏子

″

手造りビール喉をうるほす

パオ

風涼しモンゴル大地﹁包﹂に月

山岡佐智子

禮

雅

角貞子

神々の国光る銅鐸

五パーセント家計狂はす消費税

女将もてなすお薄草餅

さんざめく夜桜花のあやしくて

ナゥ上づって心の妻だなどと世辞上杉智栄

羅生門には鬼棲むといふ照
テロリスト大使館員人質に弘

口ずさみ出すふるさとの唄知

金平糖つまむ爺婆置炬燵充

鱒に落つ紅の佗助は

哲学も芸者遊びも道一つ成

肩触れただけなるストーカー山口啓子

さりげなく愛の詩歌集残されて照

﹁寅さん﹂と言ふふうてんの旅啓
酌み交はす古酒新酒とて月に酔ふ知

般若心経秋の奥比叡弘
ナゥ戸を締めてなほがちやがちゃの鳴き止まず啓
健康保っ素振り百回雅

宮島も世界遺産に指定され照

犬も加はり汐干狩の児は
千年を語り伝へて花万朶成

︵於・上野市図書館︶

堰をめざして稚鮎きらきら啓

平成八年十二月二十三日首
平成八年十二月二十五日尾
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村田治男捌

つ美勝幸治一
や

八三重・伊賀連句会その三Ｖ

歌仙﹃白露﹄
ォ白露の松の色濃き俳聖殿

庭石の影っくる望月

秋收め農の後継ぎ決意して

声高らかに乾杯のうた

いよいよ来るか仰ぐ彗星つ

ナォうららかに神輿わたれる後に從く

ドラフト指名移籍落合幸

酒呑みが酒乱をなだめ送り出し美

鋭き声で早暁の鶴勝

伊賀皇子の話などして冬めけり治

はなれるな俺の言葉は本物ぞ幸
これでもういい年子に双子美

忍び者フェスタに各地から客勝

妻忙し情報電話とＦＡＸで治

芋煮え加減箸さしてみてつ

月天心城下くまなく影もなし

ナゥひっそりと風炉の名残を母と娘と勝

只ハイハイと新入社員つ

比例地方区誰がどの党
ボランティア重油回収波荒らし美

青蓮寺湖も陽炎の中治

降りしきる落花のベンチ誰も居ず幸

︵於・上野市図書館︶

平成八年十二月二十三日首
平成八年十二月二十五日尾

10う

大学の応援合戦ョツトの帆
あちらこちらに油蝉鳴く
ゥくすぶれるま蛍にどうやら静まりし

総理手を焼く内憂外患

すれ違ふほのかな香ほのぼのと

裾の乱れを直すたしなみ
香港へ国際線のペアルック
ふってわいたるリマの人質
寒林は意外に明るし月のぼる

獲物かぎつけ駆ける猟犬
わが村の末寺末社の世話係
役所遅れてやっとリストラ

木造の新築校舎花万朶

先づはいたヌく菜飯田楽

堂奥山細村小
山出村野田山

一勝美つ幸治つ勝美一治幸子子子助男枝

八三重・伊賀連句会ｌその四Ｖ

歌仙﹃夏帽子﹄
山村俊夫捌

つちふる

ナォ霊れる北京飯店賑わいて孝

インターネットに⑳情報と

パフォーマンスに受ける喝采〃
永らへし世の浮き沈み受容せん照

肩の抱きやう心こもれる照

ほろ酔ひにかこつけ口説き上手なるき
羽野きよ

つむじ

むろ

ォ夏帽子富士の旋風に舞ひ上がる

のぞき込むネオン彩る宿の夜具と

書を習ふ忙しき畑の暇をみて

と

︵於・上野市図書館︶

平成八年十二月二十三日首
平成八年十二月二十五日尾

目路を過れる気まぐれの蝶照

せ塾らぎに花の筏の連らなりてと

笑ひ佛は下萠の中孝

あつもの

髭の麻原のらりくらりと孝
菫に懲りて膳を吹いており照

ナゥ手作りのどんぐりごまのよく廻ると

座の文芸に灯火親しむき

太郎冠者おとぼけ顔に望の月と

だま

高利で編すオレンヂ共済照

もてなされたる柏餅食ぶき

山村としお

爺婆のアロハで休むハンモック孝

き

孝

と

永田照子

宮田孝

ビールひと缶室の茶屋先
き

長屋門ある古き家柄

晴の海あれこれ語り今日の月

組合長は猪狩決意

ゥうきうきと黄葉紅葉に深入りし
おしゃれ感覚ルーズソックス

き

昭州

生きざま見れば宇野千代に似し

改札を少し離れて入るふたり

遍歴の果ては地獄か極楽か

昭小

孝

轟音残しバイク遠のく

背ナの児は埋もれ眠る冬の月

き

昭小

と

き

孝

火鉢を囲み話切り出す

衆院選東奔西走党首達

虚々実々の日本シリーズ
花盛る造幣局の通り抜け

新開地帯揚雲雀聴く
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八三重・伊賀連句会その五Ｖ

歌仙﹃秋の声﹄
水島三造捌
水島三

上杉知

ォ久に訪ふ芭蕉生家の秋の声

格子戸ごしに埠煙と月
川本政

山口啓

恒岡弘

書の軸に替へ気分一新

婚の荷を出し終へし庭柿熟れて

年忘れすすめ上手に盃すごす

ナォ研修と言うて公費のムダヅカヒ三

将棋の敵時に碁の友弘

人気ものゴリラのマック死亡する知

大型連休車渋滞政

故郷は総出で袋掛けの頃啓

この逢瀬何時かはあると予感して弘

形代流し佛ふ禍事三

死んでもい畠と口走りたる知
何事もなかったように女行く啓

またも発覚動燃の嘘三

納骨を済ませて戻る月の道政
伊賀の盆地に霧しのびよる知

ナゥ城趾のジャズコンサート爽かに三

聖書持ちて日曜の朝啓

伝統の組紐の技受け継ぎて政

遠足の列帽子赤白啓

花霞む耕す彩も絵になりて知
窓に舞ひ込む蝶にやすらぐ政

︵於・上野市図書館︶

平成八年十二月二十三日首
平成八年十二月二十五日尾
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餅搗く隣男子誕生

ゥ白と言ふ色は公明正大に
ワープロ今日は実に快調
口笛で何時もの場所へ誘わるる
シャルウイダンス今宵かぎりに

愛別が青春の刻育たしめ
つくばい東てる朝の旅立ち

迷ひ入る猫鈴をちりちり
寒行の頭上に高き木の間月
﹁コロンビヤ﹂スペースシャトル無事帰還

嗽りの中吾はフルート

仰ぎっ鼻花の命のながかれと
団地にぎわう雨後のふらここ

弘三政啓弘三政知啓知啓三知子子二栄造

八東京・池袋連句会ｖ

歌仙﹃狐火や﹄
臼杵瀞児
岡田透子

臼杵瀞児捌

狐火や丑三つ時の電子音
香りほのかに鉢の寒菊
桜井つばな

浅沼小葦

進水の支綱を斧が断ち切りて

透

瀞

桑田多田男

渡部孝子

袰深々と見ゆる陰雪

またもチップをさらう白き掌

ワ闘鶏の熱気むんむん村外れ

留学生の集うキャンパス
淡き夢乗せて上れる春の月

止り木で肌触れ合うも縁なる

つ

大石視朗

透

多

余川美奈子

つ

小

国際列車汽笛一声

古き荘園乱れ咲く薔薇

パリーよりドーバーくぐりロンドンへ

不治の病を救う念仏

雨あとの薄月夜なる青葉木莵
わが社にはＶＩＰ口座はありません

瀞

多

鈴木豊次

職を退き農の真似事

カラオケもこれ藝術の秋

花相撲負けても酌むや新走り

ナォ棋櫨の実いびつのままに世を勘ねる小

前方後円天皇の陵つ
交代の衛士きびきびと捧げ銃多
戴帽式の瞳清らか透

生命より大切なものを与えあい小

随巻に住み悔ゆることなし視

土用干父の愛書に紙魚走る篠崎ゆき

計算機より好きな算盤多

老舗とて素知らぬ顔でする抜荷透

明神下に平次親分っ

月さやか街に流れるピアノ曲小
銀杏黄葉のはらはらと散り多
ナゥ扶けあり杣の部落の冬支度っ

教育勅語額にかかれる瀞

老いも待つ新世紀まであと四年透

ちりめん雑魚は相も変らず小

ひもすがら花と戯る花遊びつ

平成八年十二月四日首

こぐりこくりとうららかな昼多

︵於・豊島区立勤労福祉会館︶

平成八年十二月二十一日尾

−106−

八伊勢・五十鈴吟社ｌその一Ｖ

半歌仙﹃蕗の薑﹄
蕗の薑峡の胎動はじまれり

中津秋野捌
村野正

中津秋
早川忠
山口圭

水にさからひ上る若鮎

風光る球児の顔のはれやかに
天まで伸びるメルヘンの豆
福田一里

平成八年三月十日首
平成八年四月十日尾

︵於・伊勢市なかむら館︶
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旧街道広き間口の家に月
柿の渋ぬく忙しげな声
ゥ爽やかにスカーフ揺らしペダル踏む

ブランド好きの二十四歳
背にまわり長い髪撫で曝きい
ワインの酔に熱きデュエット
絹ガウン脱ぎ捨て鬼女の現はる巽

庚申堂の瓦破れ果て

母牛の乳房拭きやる夏至の月

赤軍くずれタイで偽ドル
流れ来るバッハミサ曲凍てつきて

開通を待つ春浅き道

花片々蝿の髪を飾りけり
神苑に舞ふうらら緋袴

秋正重秋正重圭忠正秋重秋子〉子夫野夫

八伊勢・五十鈴吟社ｌその二Ｖ

村野正

半歌仙﹃降る雪に﹄

降る雪に打つ碁のさゆる峡の宿
中津秋

村野正夫捌

軒端の梅の春を待ちっ皇
早川忠
榊原圭出

福田重

通りゆくジョギング一家手を振って
摘みたての菜のみづみづしいこと

ひんがし

山口圭

平成八年十一月三日首
平成八年十二月八日尾

︵於・伊勢市立図書館︶
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東の月円形を偽らず
深くさぐれる自然薯の鍬
ワ角伐りの鹿追ふ勢子の声荒く

若さの放つ力輝く

小走りに辻を曲りて燃える胸
理由は間くなよ惚れたつてことさ

姫れる花嫁のふと艶めけり
抗菌玩具溢ふるリビング
夕立あと万物っ易む月高し
遺跡に佇てば現れし魂塊
特老に無断の治験医の倫理

人の膝借り仔猫うとうと
加賀友禅母の香りの花衣
あたら

春の鮮し神酒戴く

秋重忠正美巽圭美忠重秋正子美夫子野夫

八東京・市ヶ谷連句会ｖ

歌仙﹃白猫﹄
白猫のうづくまりゐる萩の裾
何時の間にやら上りくる月
団栗のぽとりと落ちる夕べにて

野口里井捌

世に人情も仁侠も無く

ナォ利根川に霞のかかる渡し船

長寿の食に多き豆類

シルバーの席に眠れる若者等

入谷田圃の雪の一幕

カシミヤの母の形見のショール被て

野口里井
宮下太郎

松葉蟹とて手足ばたばた

日本海どこまで続くぬかるみぞ

はからず洩れし大スキャンダル

恋二人追突事故に巻き込まれ

橋本多佳子
太

眼鏡近頃度が合はいなり

ナゥ秋の風銀座八丁吹き抜ける

東の垣の菊が盛りに

罪無くて泰山の月仰ぎたし

岩崎泉渓
井
泉

多
太

カウベルが鳴る若草の野に

欧州の旅の話を諮々と

井

泉

雨の予報が外れあたたか

花見んと出づるに杖を選ぶこと

109−

探しあてたる古き文集
頂上の近く雪原斜めなり
点々としてスキーヤーの影
ゥ入賞すカメラ雑誌の一等に
モデルはいつも愛娘と聞く
似非芸術嫌ひで料理屋に嫁ぎ
励みていれど子供生まれず

太

井

今は無き勧工場の絵なっかしき

和光の時計泰然と鳴る

平成八年九月吉日起首
平成九年四月吉日満尾

夏の月サングラスまだ付けしまま

多
井
泉

冷たいビールごろりんと出る
何がさてそろそろ雨が欲しい頃

弘法大師つくられし池

多
太

花のかげ爺は笠をかたむけて

烏泣き魚の目の潤む春

太井多太井多太泉多井太泉井多泉太多井

八市川・市川俳譜教室ｌその一Ｖ

歌仙﹃露の大地﹄
今泉宇涯捌

伊藤藪

引地久︑

今泉宇

沖の島々渡るかりがね

年輪の露きわまりて大地踏む

集い酌む窓おし開き月光に
伊藤孝

ながながっづく難民の道宇

罪ふかき荷を負いあゆむ蟻の道樹

翼やすめるペリカンの湖彦

岩頭のモーゼ静かに訓え説き冬

七難かくすベールむらさき彦

コーヒーを挽きつつ嫁の品定め冬

背に食い込みし睡蓮の鉢浅野黍穂

盗人に夜々の村雨瓜畑孝

光を蒸す阿蘇の独り水黍

ペルーよりテロ解決のニュース来よ冬

皇女の廟にちちろ松虫孝

ホータイに月いただきし夜の卓同

足首捻挫不覚なりけり冬

ナゥ菩提樹の実をば拾いて数珠を編み彦

高尾なる途の走り根縦横に宇
鳶となりしハングライダー冬

︵於・市川俳譜教室︶

ペアールックの靴の長閑さ彦

かしこにもここにも花の雲ながれ宇

平成八年十月六日首
平成九年四月二日尾
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眼細めて記念写真を

三毛猫の振り返りつつ通り過ぎ

崖の滴り汲みためる筒

ワニ人して赤く大きな虹の中
胱々としてとも白髪なる
打ち添える楽に乱舞の飛天たち

予定ぽっかりあいた日曜
料亭の奥の座敷の軸を見て

金釘流は政治家の筆

三日月の淡きひかりを受けて雪

居合鋭き寒のひと振り

アンテナの鴉団地を脾睨し

迫りくる街削らるる山

幼な子を枝垂るる花へ抱き上げ

お遍路さんの声が垣外

彦樹彦樹彦宇樹宇孝彦樹宇孝樹子彦樹涯

西伴湯石尾冨今

禮尾田

原

ハ市川・市川俳譜教室ｌその二Ｖ

み
ち情夫
久和喜夢せ泰宇
つ
え
佐
つ
喜子夢せ宇ち喜子子恵せ女子美八子子涯

今泉宇涯捌

久牛小

田

歌仙﹃秋の庭﹄

ささやくに似て昼の蟠蝉

遠富士をかつて眺めし秋の庭
床の間に忘れ扇の置かれいて
減量メニュー三日目となる

篭に盛られし不揃いの枇杷

サングラス透かして赤き望の月

社交ダンスに胸のときめき

ワＴシャツの横文字少し派手に過ぎ

裏門より入れば夫にとがめられ
やぶれかぶれの果の駆け落ち

熊野古道に風の和らぐ

ワープロにのめりこみたる腱鞘炎

狐に化けて公金を呑み

月凍てて大樹の瘤の縁まろし

海外へ移住の先は奥カナダ

捨てし故郷に水温むころ

洗礼を受けキリストに帰依
花吹雪浴びて茶店に腰をかけ

ナォ白梅の香ぐわしき中男児生る久
くるりくるりと返えすたこ焼き夢
乱れたる世を超然と句に賭けてち

名宰相の出現を期す喜

思惟佛の御手のむこう若葉光泰
入道雲がにょきにょきと出るみ

銀婚の指輪ゅるりと半廻転久
バッイチ男女賑やかな宴泰

意外にも別れ話にもつれ込みち

枕に替えて座布団を折る和
高階の窓に動かぬ後の月清
芒の土手に寅さんが佇っみ

ナゥタ暮れて黙釣りの子にチャイム鳴り夫

人懐っこい野良犬の寄るみ

交番の死亡零の日やすらけし久

開店を待つ長き行列泰

﹁雲遊﹂の二字を掲げて花おぼろ宇

平成八年九月二十日首

︵於・市川俳譜教室︶

軒端にもどるつばくろの声和

平成八年十月八日尾
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橋渡高樫泉
勝

八市川・市川俳譜教室その三Ｖ

歌仙﹃さわやかに﹄

さわやかに年輪古りて大地踏む

難の温泉に十六夜の月

今泉宇涯捌

今泉宇涯
古山春生
斎藤一灯
根本芳子
沢口てる子

猪瀬六郎

て

ナォ長寿村なぜか面相みな似たり芳

馬の埴わと犬の埴わと灯

納骨にカラオケ付きのバス仕立て〃

夕日を回す蕎麦やの水車さ

許婚生れ育ちし小学校宇
本音は不倫願望にして芳

憎らしいとは云うものの憎からず六

唾をごくりとモンローの胸芳
人妻と秘境の宿に落ち着きて舂

鏡にうつるほつれ毛直し〃

杉の秀のかなたに現れし冬の月て

静けさ破る臭の声春

ナゥ退院の荷物ようやくまとめ終え灯

︵於・市川俳譜教室︶

浅きねむりに同胞の夢て
石階にいつも濡れてる泪石杉本尚子
亀鳴く池にしばし佇む六
右に揺れ左にもゆれ花筏宇
雲に吸われし風船の糸て

平成八年十月二十三日首
平成九年二月二十六日尾

11句

遠来の客に黄金の柚子添えて

調弁ながら味にきびしく
片蔭の欲しき真昼の旧街道

藍の浴衣に故郷の風

灯

一ハ

芳

言葉にはならぬ言葉が口ごもる

ひそかに思う人が目の前

ワ竹床几あらば坐らにやなるまいぞ

発車のベルが用捨なく鳴り

宇
田上さき子

鈴木いと

て

収賄のどこまでのびる社会記事
なかなか噛めぬ固いせんべい

サルビア燃ゆるホテル玄関

揚舟の影を渚に夏の月

て

さ

上役の接待今日も二つ三つ

朧の窓に山せまり来る

一ハ

灯

ふかす煙草に淡き春愁

機上より故国の花に別れ告げ

二−

−人

ハ市川・市川俳譜教室ｌその四Ｖ
市川俳譜教室の一部﹁温掌﹂グループの
長期継続に感動して

付合三十五秋﹄
図書室に俳句をはじめ三十五秋今泉字涯

光陰はやき門の爽籟湯橋喜美
梅鉢の家紋は由緒あるらしく石渡夢八

縄文ロマン秘めし銅鐸富樫泰子
日焼けして海へ想いをふくらませ伴和子

世界をつなぐ光ファイバー牛尾清子

︵於・市川俳譜教室︶

神仏のそばにいついつまで生きて西原久女
平成八年十月二十八日首尾

平成九年は丑年にして︑よくよく考えてみると宇涯

は年男にして︑四つある教室の一番古い市川小学校ＰＴ

Ａ俳句部即ち現在の﹁温掌グループ﹂はどんなものだろ

うかと考える︒今から三十七年前︑同校の図書室に希望

者を集めて始めたのが︑そもそもの俳句部の始めであっ

た︒集まる者自分を含め七名︒毎月一回の例会は一度も

休むことなく会場は校長室︑教室︑体育館の隅等点々と

したが結局一ヶ所に落付けず現在の今泉ピルの応接室に
落付いたのだった︒
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ハ市川・市川俳譜教室ｌその五Ｖ

歌仙﹃白來竹桃﹄

少年の掌に夢の玉虫

引地冬樹捌

引地冬さ

今泉宇

伊藤孝
伊藤藪

局木一

おとこ

ナォ大鯖土間に寡黙な漢去り彦

縞の財布の重き腹巻樹

よくもまあ新聞種の詐欺多様彦

国際紛争絶ゆるどころか宇

行水の出歯亀に水ぶつかけて樹
子を持ってから強くなる嫁彦

なれそめは骨牌遊びのお手つきで樹

住み替出来ぬ地価の暴落彦

がらすきの横須賀線の海の景宇

ミステリアスの気分漂う孝

礒昧を抜け十六夜に歩を進め彦

茸・林檎を旅の土産に孝

ナゥ昔来た宿屋の奥にちちろ鳴く宇

忘れ眼鏡がどんぶりの中彦
烏めが選挙公約あざ瞳い樹

友禅模様快おぼろに孝

ひと枝の花を飾りて花を見る宇

ぶらんこを蹴る空に館山彦

酔成八辱托亜一頭霊︵於・市川俳譜教室︶
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廿一世紀向け新刊書たり白爽竹桃

高階に非常脱出口ありて
沖の首輪を固結びする
月見つつ交流会の長電話
露のデッキに軽く乾杯

唇濡れて眼ぎらぎら

ゥ秋風に二人の髪がそよぎ出す

小筥に秘めし観音菩薩

ヴァーチャルな世に倦み独身押し通し

畠の中の丘に句碑あり

防人のふるさと遠く海昏れて
雪しずる草屋根の月見上げられ

目出し帽子で鶴に餌を撒く
一五七の手を洗い

本職なみの記念撮影

家族みなＯ

おたまじゃくしの黒き天国

卒業の校舎も花も今はなく

宇樹彦樹孝樹宇恵彦樹彦宇樹孝彦子樹涯

八市川・市川俳譜教室ｌその六Ｖ

半歌仙﹃芭蕉忌﹄

今泉宇涯
引地冬樹
伊藤孝子

今泉宇涯捌

蜜柑・梨袋いっぱい抱え来て
尾高せつ子

芭蕉忌過ぎ箒目しるき不動院

分教場にピアノ弾きをり

久磑ちえ子

上田渓水
伊藤藪彦

雨あがりたる玲瀧の月

おっと危ない焼酎の壜

公園で見知らぬ女に道きかれ

百万弗の笑みがこぼるる

郷みや

大橋舂野

小田夫佐恵

夏帽子ころころ坂をころげ落ち

ゥ日本中明日の選挙に運を賭け

パソコン通信に愛をはぐくみ
二人して地獄へ落ちる覚悟でき

大釜に焚く山ほどの反古
ジェット機の東てたる窓に月連れて

胃痛しずめる白き散薬

伴和子

小林昭州

根本芳子
湯橋喜美
鈴木良戈
牛尾清子

花吹雪一気に浴びて若手騎手

浅野黍穂
富樫泰子

北をめざして冬のがりがね
言い訳の嘘も方便受話器おく

新駅いまだ鴎りの中

平成八年十一月九日首

︵於・不動院及び文音︶

平成九年四月二十四日尾
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八伊東・伊豆芭蕉堂連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃雄子鳴くや﹄
中野和女捌

福井敬

中野和

うす紫にそら豆の花
中根明

錐子鳴くや風たち騒ぐ朝の庭
春火鉢きのふもけふも離せずに
宮沢次

ナォ春日傘くるりと回す岬にて大高サチ子

小腸移植成功の報サ

老をまぎらすピアノの稽古美
軽やかに天邪鬼踏む四天王和

大家族のっぺい汁に顔並べ美

浦から里へ抜ける寒林敬

パチンコで身を持ち崩す話など美
てのひらに書く今宵のサイン和

移り香を流すシャワーの音しずめ次

三尺後を歩むは昔サ

月の寺説教するも国誰敬

爪先立ちて笑栗拾ふ美

スーパーにないおふくろの味和

ナゥ独り居の部屋の広さにかまど虫サ

給料の額を越えてる無駄使ひ次

てるてる坊主窓辺に吊す敬

帯留は姉と揃ひの花衣サ

平成八年四月二十一日首

影やはらかに双っ蝶舞ふ美

︵於・伊東市中央会館︶

平成八年五月十九日尾
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座り直して伝記旙く

木がくれに望の月見る陶の椅子

豊年祝ふ村人の唄

ワどびろくにしたたか酔ふて足取られ

耳のうしろに漢の息吹

拒みつつ誘ひをかける憎いやっ

何もせぬのが出世の秘訣
住專も薬害もみな嘘ばかり

望遠鏡で奥の奥まで

月さして身を翻す熱帯魚
名越の祓ひ済ませ安心
税務署の廊下に転ぶ情けなさ

とっぷり浸る大沢温泉

寄り添ひし盲導犬も花の宴

磯菜摘みゐる夕映の中

美次美敬和ノノ次美敬和敬美和美男美行女

ハ伊東・伊豆芭蕉堂連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃初凪や﹄
石渡蒼水
宮沢次男
中根明美
福井敬行

石渡蒼水捌

ひひな納めしあとの胄壁

大高サチ子

初凪や出を待つ船の勢揃い

三味線のどこか流れる春の月

中野和女
美

蓬餅軒の雀に覗かれて

独楽の打ち合ふ子等の歓声

一筆書いて小さき落款

ワしょぽくれてやらずの雨にとぼとぼと

ナォあれこれと趣味に手を出す四月馬鹿和

レオタード無理矢理からだ包みこみ次

銅鐸に見る大古の姿サ

黙って坐ればピタリと当る和
もがり笛歌仙は進む半ば過ぎ蒼

畳にのの字太郎と花子美

蜜柑を剥いてちよいといつぷく敬
近々にお猿ランドがオープンすサ

懐に祝福しまふハネムーン蒼

円安ひびく日本列島次

ふるさと偲び温め酒酌む和

夕月の旅を曝く上り潮敬

ナゥ真向ひに色濃く映える蔦紅葉サ

薬忘るるほどに癒えゆく次

和
敬

﹁さっきはごめん﹂と言って欲しいわ

老いたればものよく噛んでよく眠り美

︵於・伊東市中央会館︶

平成八年十一月十七日首尾

野遊びの頬撫でるそよ風敬

主あらぬ莫産を埋める花吹雪和

生涯学習さまざまのみち蒼
次
サ

蒼

美

よろこびの溜息をつく夜の静寂
ひとり灯してメロンほ愛ばる

高校球児村で培ふ

飛び出しの猫が蹟く草の罠
海底につづく砂丘は月の道

敬

次

美

和

入鹿の首は鎌で転げる

野分の風がのこす風紋

花満ちて美し国なる伊豆の里

サ

地芝居のおかめひょっとこ見て飽きず

どよめきあがる山焼の景
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八井波町・いなみ連句の会ｖ

二十韻﹃万緑の巻﹄
吉藤一郎捌

ォ万緑の中をみどり児歩み初む宇野恭子

泳ぐ幟にあがる喝采吉野一郎

杣の湯へ通ふ汽船の水尾引きて長谷登世

鞄の底でたまごつち泣く上田智章

秋の燈かげにゆれる黒髪杉本聡

ウラディッシュでサラダ彩り月を待ち重松とみ

犬に吠えられ転ぐ坂道登

露時雨軒に寄り添ひ口づけしと

命をっなぐ細き点滴智

沖縄の声は届かずまだ戦後恭

ナォ女手で足りる庭木の雪囲ひ登

寒月冴えて団居ひそやか聡

ワイングラスの固き感触聡

早逝の息子の年忌やっと終へと

もう許してと甘くささやく聡

ちくちくと彼の胸毛が頬を刺す恭

ナゥカザロフの烏はピースと鳴くとかや聡
魚氷に上りやわらぎの日々

分け入る山の岩も朧に登

薄墨の花を見んとて長き列と

︵於・井波町総合文化センター︶

平成九年五月二十五日首尾
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藤井田井

八井波町・いなみ連句の会中学生の部ｖ

一奈美朋
津

吉藤一郎捌

朋奈一奈朋奈美美朋美朋奈美朋郎子希恵

半歌仙﹃スキー学習の巻﹄

ォ快晴のスキー学習こけまくり

︵於・井波町総合文化センター︶

平成九年一月二十五日首尾
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ひりひり痛む雪焼けの顔
毎朝の母の大声慣れっこに
枝の雀がぱっと飛び立つ

雲走りかすかにのぞく月の影
おなか空いたと林檎を畷り

彼と一緒にプリントクラブ

ゥ参考書開いた横に小紫
衣類半額早く売り切れ

友達と恋人自慢忙しく

目を閉じて体重計に足を乗せ

蝉追いかける声も遠くへ

ロックを歌いあやす赤ちゃん
夕月夜祖母いつまでも麦を刈り
重油事故死亡の記事を今日も書き

春泥をはねじやれる柴犬
借りた本押花しおり挟まれて

久方ぶりに作る草餅

吉堀川梅

八茨木・茨の会ｌその一Ｖ
勘︑卓

尹さよ〃

胡蝶﹃基へ

し藷﹄

下校の子らの赤い冬帽

オモテ初霜や湯気も豊かに蒸し藷
犬小舎に手彫りの名札さげられて

近松寿子捌

石井すが子

内田美子
内山尚美
弦川八重
美

々

活けてあふれて萩と刈萱

あき缶ふたつ庭にころがる
月今宵きりりと締める母の帯

八

す

美

吉とでるまで御神籔を抽き

答を直すしぐさも搦やかに

々

ナヵハイビジョンカ士無念の顔ゆがむ

逢えねば死ぬと留守番電話

す

尚

八

エッフェル塔にかかる夏月

す

舌にのせ苦みの残るチョコアイス

五百羅漢に香を手向ける

八

す

美

尚

核実験是非の論議は果てしなく

頂へ拓かるる田の鱗紋

をろち伝説のこる集落
縁側に越中富山の薬売り
振舞ひ酒も賜ふ小春日

ナゴリ炬燵板反せば麻雀合図にて尚

三毛とペルシャが交はす目配せ美

一夜干しずらりと並ぶ昼の浜す
ふはりふうはり長閑なる雲八
花へ来て旅路はいよよ花深む尚

平成八年十一月十七日首

︵於・茨木市市民会館︶

彌生の句帖楽し推敲執筆

平成八年十二月吉日尾
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八茨木・茨の会ｌその二Ｖ

歌仙﹃初時雨﹄
久保田夜虹捌

久保田夜虹

出来千恵

きょうの栞と落葉一葉
富澤弘

薗理恵

初時雨疏水けぶりて朱の烏居

苦さも苦し深夜コーヒー

ナォ白酒に酔わされている新聞社理

留守番電話届く特ダネ弘

縁先に丹精の味噌婆は置き千

預金引き出す入院費用夜

蟷螂の枯れる目玉とちぎれ雲理

煤けし壁の古暦果っ弘

読みすすむ頁に残る紙魚の跡千
回想録はカサーノヴァの記夜
マダムＸシスターＹの方程式理

地獄極楽輪廻転生弘

満月に産声高く男の児千

うれしうるわし秋の七草夜

ナゥトパーズは友情の宝石霧ふかし理

タロットカード運勢は吉弘
外国にままよとばかり旅衣夜

向う三軒くばるお土産千

花篝縁者揃って花の宴弘

若緑摘む村のにぎわい千

︵於・京都・関電京都会館︶

平成七年十一月十四日首尾
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本名を逆さまにするペンネーム

大太刀魚の並ぶ店先

ものかげに猫たむろする月天心

ゥゆったりと荒磯道へやや寒き
蓋らいつつもそっと手を把る

トレビの泉５００リラ投げ

あの時のイニシャルだけの文のあり

夢みる音と沈黙の音

円高に胸反らせたる旅行客

葎月窯変の彩かざしつつ
鹿の子蒻翠低く飛びさる

風を聴きつつ切株の上

凶弾に平和の使者の倒れたり

春耕一服畠に来客

向っ峰の神域に笛幻花舞う

千夜理弘千夜理弘夜千弘夜千理

ハ茨木・茨の会ｌその三Ｖ

半歌仙﹁笹小舟﹄
山陰にひぐらし聞くや笹小舟

衣被ぎ煮る古里の家

月の客こもごも季寄せ携えて
露天の風呂もうわの空なる
煙草屋の多角経営貸しビデオ

品部一朝捌
品部一

内田美

福島桂

内山尚

平成八年八月十六日首
平成八年十月十六日尾

︵於・茨木市市民会館︶
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皮算用の狸百匹

シュールな鉄塊彼の好みで

ゥ着膨れて押し合う暮れの陶器市

ムーミンの国へ旅立つ二人連れ

神父不在の森の教会

戦乱の墓にやさしくこぬか雨

夏草深く夢を偲くり

蜘蛛の囲の獲物新たに月昇る

芝居終りてたたむ書割
寅さんを悼む国民栄誉賞

朝寝朝酒朝湯縁なし

谷風に花舞い舞いて沸き立ちぬ

落人の村駆ける若駒

朝朝美尚桂朝尚美桂桂美朝尚桂美子子朝

八茨木・茨の会ｌその四Ｖ

胡蝶﹃風の秋﹂
奥村富久女

奥村富久女捌

オモテ風の秋かろきがたのしいのちかな
中島ふゆみ

ふ

告邑

ふ

真

上田真而子

月に手向けんすすき金銀
舞に立つ忘れ扇を取り出して
つづれの帯の軋みかすかに
村静かどこまで続くなまこ塀

大路小路に笑う山見え

ナカうららかに猫自慢はた犬自慢

一宮田

ふ

初恋遠し馬酔木咲く花

バンダナがよく似合いたる太き眉

真

ふ

一目田

真

一呈

真

カタカナ辞典ためつすがめっ
一服のつもりの麦酒深夜まで

友人でなし夫婦でもなし
できた子は宇宙を股に駆けめぐり

地球の瑠璃の冴えまさるとき
いまの世に吏道は死語か問われたる

真

一邑

寂聴のまるきつむりを照らす月

富

色即是空空即是色

芝居の虫のきちきちと鳴く

溺れるものは藁をもつかむ真

ナゴリばあちゃんの栗きんとんを舐めたいな真

銅鐸出土町は沸きたつふ

その日まで真の闇を知らぬままふ

︵於・茨木市市民会館︶

降りたてば無人の駅は花盛り真
めかりの舟の澪のしずけさふ

平成八年九月十五日首

平成八年十一月十七日尾
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八松山・宇宙連句会ｖ

﹃タイ空港﹄

静

大月西女
松永静雨
井上和久
鎌田隆

大月西女捌

挨拶交わす犬好きの人

和

岩に松小さき島も描かれて

白地の服に似合うネクタイ

火照りの残る籾殻の山

スコールのタイ空港に降り立ちぬ

月の出を誘う笛は誰ならん

ナォ風の蝶過ぎにし日々を思い出し松末竹籟

千利休の愛でし色あい和

おそろいの帽子をかぶる選手団花

サッカーくじを決めし国会籟
卯木咲く垣根の下の猫の道晃

香水匂う熟女抱き寄せ隆

夜々毎に﹁失楽園﹂をくり返し花

ストーブを載せた列車を乗りついで花

病膏盲治ること無き和

和

記事も写真も迫る〆切籟
奥の間の忘れ碁盤に月の影隆
実のりを祝う里の氏神和
ナゥあとり来て朱の胸毛をふくらませ晃
教授のメモは英佛独語花
趣味は釣り竿名人と評されて籟
山を学びて山に至らず隆
西

静

やわらかき夕陽に花の散りかかり籟

隆

西

酸っぱいものが欲しいこの頃

はるかに遠き戦後ならずや

願わざる儀にはあれども覚えあり

隆

ゥ秋草のひとつ﹁ままこのしりぬぐい﹂

親ゆずりの地盤看板かばんまで

大野花留代

花

寺化

平成九年五月二十六日首尾

︵於・松山市・西女庵︶

まだ屋根替えの済まぬ護摩堂晃

悲喜こもごもの仮設住宅
雪晴れの月を肴にかっぽ酒

渡部晃女

静

何があろうとあすも猪狩り
佛前に柏手の児のかしこまる
ビッグバードの人形を買い

晃

爪立ちて見る春の海峡

花淡くトプカプ宮の中庭に
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八東京・ＮＨＫ文化センター青山教室その一Ｖ

切通しそぞろ歩きのうれしくて

小面の輝り男りして薪能
概はるかに鳴ける老鴬
智

中野稔子

宮脇美智子

佐藤三夫

歌仙﹃薪能﹄
平本三保子捌

玻璃の奥より流行の服

平本三保子

またひとり殖えて華やぐ月の客

医者は瞼をまたたきてをる

秘めたる恋の色に現はれ
美しき嘘が言葉の端々に

集ひしは旧知ばかりの大広間

畦走る児の顔の泥髭

稔

夫

保

智

夫

保

凍月の窓辺に積みし参考書

水

上田渓水

ホットドリンクそっと差し入れ

稔

ほろり危うき濁酒の酔ひ

ジュンジュンと柱時計が鳴り出して

保

智

ゥ帰るさの破れかかしにご挨拶

山峡の村今日も晴れゆく

稔

夫

吊橋のゆらりと渡る花のなか

袖ひるがへし佐保姫の舞

妻と小さく書きし宿帳智

ナォ敷島の大和遥かに霞むなり

鬼灯市のあらぬ口上夫

保

黒髪は浮世絵のごと艶めける智

漣めきし箒目の跡稔

夕立が打水ほどに通りすぎ保

保

四股を踏む横綱足を高々と夫
新築の部屋木の香かぐわし智

子とあれば命いとしと思ひをり

聖書に白き栞一葉稔

再会約す春風の中稔

寄せ返す初潮月を押し上げて保
俵武多ばやしの遠く間こゆる稔
ナゥ指先をつるりすべりし衣被稔
堂に入ったる真打ちの所作水
テロップに群発地震報じられ夫
眼をまんまるく屋根の野良猫保
僧正の謂経に花の散りかかり水

︵於・ＮＨＫ文化センター青山教室︶

平成八年四月十五日首
平成八年七月十五日尾

−12ラー

八島美枝子

八島美枝子捌

八東京・ＮＨＫ文化センター青山教室ｌその二Ｖ

歌仙﹃山清水﹄
青銅の竜の口より山清水
ぼろとこぼれる風の野茨

弘

上田渓水

美

伊藤柳香
中川弘子
室伏章郎

ときおり隅で鳴けるすいつちょ

人の気を背中に感じ振り向きて
子らの投げ合ふボール真白し
月照らす弾かずのピアノ黒々と

ゥ行く秋の古き香木聞き遊び

章
水

史書興亡は夢か現っか

逢ひ見ては西施のごとき君なりし

弘
一旱

墨絵のモデル一糸まとわず

美

版元は隣座敷で長煙管

柳
垂早

奥よりひびく津軽じょんがら

酒の肴も旅の支度に

村里を沈めてあをき雪月夜

美

章

幸早

駄句少し入れたる辻の投句箱

章

競艇を追ふ厩言問

古城彼方に浮かぶ峰々

松籟に健闘祈る花篝り

ナォ古池に歓声あがり鯏斜生るる美
インタネットで交わす秘めごと章

あらわれ出でしもとの女房水

待ちあぐむ目もいつしかにほころびっ水

ようやくに戦ひ済んで日が暮れて章

沖眺めむと肩車する美

オリンピックのメダル輝く水
命つぐ嬰の歩みのおぽつかな美

構内の次々変わる時間表弘

仕事とは言へ私立探偵章
街騒遠く木の実落っ苑美

乾杯の泡がかすかにふるふ月弘

ナゥタレントの名もちらほらと美術展章

スポーツカーの色は控えめ章
後継ぎの方丈様は器量良し水

三三五五と集ふ吟行美
絵凧字凧の並ぶ大空章

靖国の九段の坂の花ふぶき美

︵於・ＮＫＫ文化センター青山教室︶

平成八年四月十五日首
平成八年八月十九日尾
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八松山・小野連句会Ｉその一Ｖ

歌仙﹃案内板﹄
笹鳴や剥落しるき案内板

渡部伸居捌
渡部伸
大野順
宇都宮柏

ナォ水草の芽のちよんちよんと伸び始め居

掘り起こし見るタイムカプセル順

ゴリラの子ゲンタとナナの来し事も葉

頭上に迫る荒き岩山居

紅葉散る谷間の道の長々と順

降り積む雪に園児興がる葉

苦しみを苦しみとせぬ若さにて村上雪香

ベテランといふキャリアびとなり居

駅前で逢ふ約束に遅刻とは順

煙は消えし三池炭坑葉

−1フブー

見渡すかぎり枯るる山里
久々に竹馬の友の訪ね来て
この頃酒は止めしとのこと
川くりに肪ふ小舟に月の射し

月の下神代の静寂斯くあらん香

秋羽織着て爺のだみ声居

ナゥ騎馬戦は手に汗握る運動会葉
はずむ話しに夜も更けゆく順
気短かに良き生涯を押し歪め居

皇位うかがふ弓削の道鏡香
曲水の膓に花散りかかり居

︵於・松山市小野公民館︶

乾門にも燃ゆる陽炎葉

平成九年一月二十日首
平成九年三月十七日尾

ユー〃

穂芒座く野辺の細径

されど信ずる恋の赤糸

ゥ露の世に何を頼まんすべもなく

お互ひにバッイチ同士認めあひ

昔は昔想ひ断ちたり

長崎のゆるき坂道鐘聞きっ
杖をたよれる試歩らしき入
植ゑ込みの夏月青く澄みわたり

咲き零れつつ匂ふ楯子
喜寿越えて都蝶々名演技

故郷びとの心優しく

登り来て枝垂れ古木の花を賞で

霞の丘を仔馬駆けゆく

順葉居葉順居葉順居葉順居葉順居葉子居

八松山・小野連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃大且﹄
稽古始めの晴着艶やか

心機冴ゆ茶の湯の席や大旦

村上雪香捌

長井一夫

村上睾ヨ

渡部就

ナォ大空に技を競へるかがり凧実

種子袋付け飛ばすふうせん就
鳩首して予報決めた気象班香

神に頼れる初の優勝実
ふぐ鍋を園み団蘂果つるまで就
いろり懐し訪ぬ陸奥香

薪割りて五衛門風呂の湯に浸り実

人目しのびて泊るカップル就

道行の合羽にくるむ柔き肩香
一本背負ひきまり見事に実

昼の月ふと眼にとまるバスの窓就

紅葉愛でつつ友の入院香

ナゥ鯛の鳴き止まずして里あかね実

高速道路ゆるくカーブす就
黄昏て家郷へ急ぐ独り旅香

平成九年一月二十日首

︵於・小野公民館︶

海辺歩みて汐騒を聞く実
つはものを包みて床し花吹雪香
蝶々二つ戯れっ離れっ就

平成九年四月二十一日尾
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若駒も跳ねて従ふ馬場明けて
のどかなる野に追へる白球

短冊に書く淡き一筆

窓越しに雲の流れて月朧ろ

夜釣りの渚遠き山の灯

ワ庵主より誘なはれての墓参り
今日か明日かと恋文を待つ
彼の人を偲ぶよすがの古写真

寄せる重油に役所悩める

納涼の影絵となりぬ町のはずれ

すすき原にて吾れ坤吟す

微鱒して月の路行く下駄の音
百舌鳥の来て一番柿をつつき喰う

新芽の土手にうなる都々逸

悪童達の声かしがまし
花見宴座敷に集ふ雨の宵

香就実就実香就実香就実香就実香子平香

八松山・おぼろ連句会ｖ

歌仙﹃恋猫に﹄
恋猫に祇園の雅びなかりけり

鈴木春山洞捌

鈴木春山洞

浅木一耕
梶野浩楽
高橋蘭水

目刺の煙流る露地裏

行先決める鉛筆倒し

今井比呂夢

幼な馴染の友懐かしぐ

ゥ媚の日暮るるままに峠道

すお
赤味帯びたる真ま赫
の芒

夢

水

楽

耕

洞

大学の庭に受験子溢れゐて
ほる酔ひのカラオケ歌ふ月の下

ワープロデコム愛の攝き

艶の途変らぬものの傘寿にて

洞
楽

味気なき世のなりゆきとなりにけり

押しの小沢にかげる勢ひ
仰ぎ見る大阪城に夏の月

水

耕

生まれたばかり蟷螂の斧

耕

洞

夢

楽

とり合はず自販機械に手をのばし
咽喉通りゆくジュース飲み捨て

ふるさとの町うらら開くる

乾杯の音頭をとりて花の宴

ナォ逝く雲もいと軽々と卒業す藤本純一

朝の空気を思い切り吸ひ山本冑芝

むつき

ばんばんばん洗ひ襯裸を干し並らべ洞

歌舞伎顔見世楽しみにして耕

湊の路を曲り南︵みんなみ︶水
旅一人船を待つ間におでん屋へ夢

ルージュの跡の色のいと濃く

完訳のチャタレー夫人売り出され楽

ねちねちと口説き文句をほざく奴芝

鴉が啼いて糞ン墜したる洞

村の広場で踊り愉しみ夢

くだ

月かかる桜三里を降りけり水

ナゥ波高き島あとにしてごめの群し耕

基
地を返せと叫ぶひとぴと楽
しまんと

四万十のトロッコ列車賑やかに

いしだん

札所めぐりは太山寺から芝
花吹雪浴び磑を昇りつめ洞

堰を乗り越え光る春水

平成九年二月二十一日首
平成九年三月二十八日尾
︵於・松山市バイパスⅡ号線プランタン楼上︶
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八神戸・海市の会ｌその一Ｖ

歌仙﹃帰燕﹄
天上の青に遊べる帰燕かな
みぢぱ
残んの月を染める
黄も葉
デゴイチ

鈴木漠捌

漠

ナォ遠くより会釈を返す態勲さ

規制ゆるみし関の玉砂利

含蓋に見え隠れする恋どころ

むく

うなじ涼しく彪犬を曳き

異国めく貸別荘の避暑地にて
ジョイス枕に午睡たのしむ
これとても仮想現実炊ける飯

鈴木漠
三木英治
永田圭介

無名戦や士
の塚を吹く風
しろしめ
有明の社
の注連の灰白く
金木犀に季を呼吸する

いでゆ

秋川を響かせ走るＤ５１に

英

時宜適ふ水澄む調べ幕開きに

同志ととも踏みし草萌

蓉鰄 轌一軌朋一ｍ串崖ファクシミリ
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あ

温泉のけむり軒に這ひをり
卒然と岩より生れし馬もあり

圭

琵琶に習字に絵までお復習ひ

鮫鱸鍋に燥ぐ団簗

漠

はしや

碧眼の冠者が舞へるを仰ぐごと

さら

児に物語る凧の夜々

漠

ナゥあどけなきその掌に掬ふ雪
圭

オアシスの市氷解け初む

てのひら

ゥ雑沓におでんの種を買ひ込んで

英

漠

功成りて祖国の花の便り聞く

通ふ女の遺す紅の香

八百八橋梅雨に入るらし

占ひの灯にきらめける耳飾り

圭

英

またも得意の詩吟長輔

あぢさゐの庭に親しく酌みかはす

漠
英

げ

変化する雲をレンズに捉へっっ

幻視三昧掌中に読む

圭

端山賑はふ月の朧に

かどで

巡礼の笠あたらしき首途なり

圭

英

小窓の下を浅鯏売る声

振袖の列乱しける花ふぶき

漠圭圭英英漠英英圭圭漠漠英圭漠英圭漠

八神戸・海市の会ｌその二Ｖ

歌仙﹃排気孔﹄
鈴木漠
三木英治
永田圭介

鈴木漠捌

せはしなく往き交ふ辻のたそがれに
漠

漠

いで

影追ふごとく寒のランナ−

菜の花いるの月も出たり

圭

英

冬麗や排気孔より跳ぶ雀

末いかならむ燃ゆるかげろふ

大人びて雛遊びせし日は遠く

英

故里はいま青野となれり

コンパクトしきりに開きもの想ふ

圭

英

漠

圭

くち

車中の逢瀬唇を見つめて

ゥ些事などは凡そ目こぼし目借時

夢が叶ひて茶漬かき込む

圭

英

漠

圭

英

漠

敗残の身に懐かしき浴衣掛け

うを

月沖天に魚ら静かに

露の世を生きて言葉の露けさよ

汝と我更に隔つる銀河にて
弥勒菩薩は指垂れたまふ
はや

牧放たれて逸る若駒

幾年の花路たどり越えゆかん

きんぷん

ルメス
ナォ金粉の虻へは
伝令神かも知れぬ漠
ぬ

うたげ

隠り沼あたり宴あるらし圭

待つ恋は﹁感﹂の字ほどに切なくて英

紅差してよし夏痩せの頬漠

老体もまじり祭の列を組む圭

ヴェニスの仮装怪しきもゐて英
円形の広場を統くる樫の木に漠

語りかつ聴く貴種流離證圭

きりぎりす

とよ

ありやなし蟠蝉にも酔心地英
須突に過ぎたり豊の季節は漠

有明に廃工場の屋根崩れ圭
頓
着なしの叔父御偲ぱる英
ふぐ

ナゥ河豚を煮て完膚なきまで論駁す漠

喜怒哀楽も凍る暁圭

よるず

辞書はただ万を盛りて自足せる英

た

黒きパイプの持主は誰ぞ漠

坐せし跡打ち消すごとく花吹雪圭

平成八年十二月四日首

島の船にも風光る頃漠

︵文音及びファクシミリ︶

平成八年十二月二十八日尾
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八小平・解續ｌその一Ｖ

歌仙﹃乾坤遊行﹄
貧乏と貧乏くさいは違ふ正月

丁丁東東はや初晦日

浜の子のボタンの色はミルクにて

言の葉すこし水をふくみし
クレッセント通り五番地銃器店

背革の箔の秋さびにけり
ワきりぎりす抱く僧形の大胡座

小原洋一捌
小原洋一

滝田遊耳
浅賀淑代
荻原久美
別所真紀
松村武雄
佛淵健悟

ナォ海髪の流れながるる誰の忌ぞ代
あすはあすはとほそきくるぶし紀

正弦曲線Ｙを捜せる代

義母として狂ふ術あり螢の夜美

叩いては抜くパン種のガス女

フィネガンズ・ウェイクを追ひダブリンへ紀

鉄塔の鳴り出だすなり烏翔ちて雄

大道芸人隠す輝悟

神居古潭へ捧ぐものとて代

逆しまに世を見る癖の高利貸女

石榴を籠に三輪車押す悟

うっそりと月に向けたる貌を剥ぐ耳

ばらんばらんになりし漏刻悟

ナゥ酔ひどれの蘭学くづれ火恋しと紀
耳

ピッコロとピスタッチオとピノッキオ代

坂本多加女

紀

稲妻を追ひ鹿毛の疾走

悟

紫と金のセリフを奈落まで

泉の月を覗くナルシス

雄

美

女

ＳＰの北指して行くＡ列車

二上り新内揮にして媚

豆板醤のびりり効きたる
山暮れて香港九十九年目

女

紀

平成八年一月三十日首尾

︵於︒目白﹁松聲閣﹂︶

輪廻てふいのちがかよふ花の朝紀

魚になって川下る夢女
乾坤遊行蒲公英の紫耳

ぬりゑにはいつも横顔だけを塗り

眠りねずみと呼ばれたる伯父

雄

代

欠煉瓦ジャムセッションの花吹雪

貝櫓より巨船現る
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八小平・解續その二Ｖ

歌仙望月へ一目へ﹄

水の領土を統くる満月

別所真紀捌

別所真

佛淵健

荻原久

瀧田遊

青へ青へ鴫の目にある時刻表

ほっこりぼくぽく約束ってなに

鹿火守おのれの声におどろきて

片足で立つ夏帽のひと

大栗一迫

ナォ歯車がからからといふ模枕悟

ユダ的症候兆すまひるに美

つ

ひそやかに少年尾けてくる気配耳
だらしな族となるもむつかし紀

げじげじについて考察してをりぬ美

遠き忌と知る朝の毒乱榮

菩提樹の珠腕にひややか榮

あおのいて流るるをんな沢桔梗美

七百七十九番目の嘘紀

戦場の架空兵器のやうな月美

酒断ってより焼かぬ油揚榮

箱根です寄せ木の入れ子娯しくて悟
ポンプ

火消卿筒の坂くだるとき紀

ナゥ降る雪の連れがあるゆゑ降るやうな美

いと
細き綱ひと筋に救はるる榮
しろした

城下鰈平面滑走美

︵於・目白﹁松聲閣﹂︶

花びらの浄土となりぬ涼紀
うららに垂るる漱石の髭耳

平成八年九月四日首尾
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兄弟は早や別々の本を読み
きん

ゥ黄金向日葵めぐり現身焦がしをり

猫の記憶に残る香水

歌詠みの兵は︑還らず周防灘
そよ・風かよふ思惟佛の鼻

胸いちめんに蝶の鱗粉

半身を四次元に入れふらここよ

﹁花見団子﹂紺地白抜愛宕山

たんぽぽの紫半月へ飛ぶ
こぽ

瞑ればどこか段たれる音

勘当をされて重たき自由なり

ぱお

乳脂の匂ふ包の元旦

凍傷の天使を街で見かけたわ

紀美耳悟榮耳悟美耳紀悟紀耳悟美耳紀悟

八多度津・香川県連句協会ｖ

冷﹄
半歌仙﹃梅雨や

梅雨冷やひとり寝にわれ思ふこと

時烏啼く峡深き宿

朝市に海山の幸並べゐて

渡邊陽行捌
渡邊陽

植松晴

︵於・多度津町四箇公民館︶

平成八年六月二十日首尾

−134−

動く鯏姑︵ざりがに︶うける帽子に

月光を浴びて流水が高く鳴り
たいまつを手に虫送りの列

ゥ勇壮な太鼓轟き秋祭
買った管髪に挿し呉れ

お見合でスリーサイズもそっと告げ

なりゆきまかせ明日の風吹く

転職の肩叩きする管理職
不況リストラ小銭大事に
おでん酒友との話覗く月

股火鉢して寒釣の人

遠き嶺南画の如き墨の彩
散歩の連れはいつも愛犬
ポトマック河畔で眺む花吹雪

北国の春惜しみ訪ぬる

行晴行晴行晴行晴行行晴行晴行晴行子行

八多度城・香川連句会ｖ

歌仙﹁江戸のメディア﹄
渡邉陽行捌

ナォかにかくに都踊りのよべとなりマ

枕の下を川が流れて代
舞台は回り変る局面孝

パソコンに熱中したる女高生幸

渡御すぎて祭嗽がついてゆき忠

昏くて見ぬ瀬戸の大橋幸

すすきなだりにちちろ虫鳴くマ
すだち
ナゥ豊作の
酸橘どっさり送られて代

杜甫王維白居易も見し後の月隆

ゆきつく先はアルッハイマー

けはる

化粧濃き妓の長腱毛震へゐてョ
ついほだされて帯を解く破目玲

羅似合ふ君の隣に豊

渡邊陽行
植松晴子
高森秋義

ねだられし宝石メールオーダーで義

浮世絵は江戸のメディアや北斎忌

米谷千代子

井下未一
大石マキ子

ビエンナーレの巴里は短夜
伝来の秘蔵の骨董手入れして
気分ゆったり葉巻くゆらす
ささやくやうにそよぐコスモス

縁側に家族が並ぶ望の月
ッひとり酌む新酒歯にしみ飲みすごし

曽根孝一

小山幸子
久保頼隆

一・竜で政界初場所にぎやかに忠

重ねた掌と掌鼓動高まる

高橋キョ子

花万朶残生託す人ありて晴
土産にどうぞ鯛の浜焼き行

︵於・大野原町青少年育成センター︶

平成八年一月十五日尾

平成七年七月十日首

とかく気になる住專の処理孝
平岡久忠
中原玲子
柴田豊子

突然のファーストキッス胸詰まり

地図を広げて旅を回想

頂点を極めたあともまだ枯れず

新党づくりままにならない

行

義

天守なき城の櫓に冴ゆる月
はや水鳥のかしましき声

隆

晴

吹く春風にかづら橋ゆれ

超不況バイトに忙し主婦も子も
はかなき夢をくじにゆだねて
祖谷の山つつむがごとく花の雲

13う

八松山・勝山連句会ｖ

歌仙﹃松の青﹄
松の胄小鷺の白や初茜

渡部伸居捌
渡部伸

野間予

武田智

井手光

威儀を正して汲める若水
嫁菜飯休日の子も楽しみて
卓を飾れるアネモネの鉢
田中春

ドイッワインの味を嗜む智

ナォ卒業後気ままな日々をもてあまし春

ポケットで急にブザーが鳴りだして居

宇宙散歩の夢はふくらむ光

五頭だて犬橇飛ばす雪の原予

駅伝競技北風の中春

子育ても終へてカラオケ三昧に智

妬みそねみが噂ふりまく居

駈落ちの手筈成れども踏み切れず光

駐車違反で喰らふ罰金予

丘一面に芒なびける智

黒きもの目の前過ぎる月の道居

ナゥ台風で野菜高値に悩まされ春
こてん
土産に持たす伊予ざの
雑魚天光

手をひけどゆらゆらゆらと葛橋予
時計の振り子ゆっくりと振れ春

︵於・松山市東雲公民館︶

春雨けぶる峡里を行く智

神官の肩にかぶりに花吹雪予

平成九年一月十日首

平成九年三月十四日尾

※能島は全島桜の名所村上水軍の本拠趾
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寄りあひの帰りほろ酔ふ朧月

欄に侍りしばし佇む

稔らぬ恋であれど倖せ

ゥ週刊誌ひょんな話題を掘り起こし

新緑を行く空海の道

好きといふひと言いへずうっ向きて
午後からはメインストーム絶ゅるなく

燈台岬怒涛残れど

月影のさし込む部屋に旅装解き

山寺の僧秋の炉を焚く

妻を呼ぶ雄鹿の声のもの悲し
のしま

ダムの湖底に沈むひと村
お別れに花の能島に遊びたり※

さてものどけく通る物売

予光居春予智光居舂予智光居紅志沙子居

八東予市壬生川・風の巷ｌその一Ｖ

歌仙﹃文殻﹄
守口津夜子捌
守口津夜子

藤村責美

文殼を投じ乱るる焚火かな

乳房並びに眠る山々

美

池田澄子

皇貝

越智美代子

汽笛がぼうと耳のうそ寒

めらめらと海を抽け出づ月の光げ

渡部朝茂

発明展に目を見張りをり

他所の子にテレビゲームを教わって

ワ新調の幡はためく秋祭

朝

朝

美

里具

澄

朝

澄

朝

美

皇貝

彼是と浮名立ちたる色男
渡り廊下に密む野良猫

澄

旭鷲山の国はモンゴル

髪の流れをかへるときめき

ゆるぎ石ほんとにゆるぎ恐くなる

月仰ぐ裸の漢腕を組み

太く眞胄な母の草餅

腸にしむビールひと口
人影もなく広々と座禅堂
才女集ひて半歌仙巻く
満開の花の香りに目眩き

ナォ瓶に飼ふお玉杓子に足が出て夜

ゆっくりと食事終へたる夕まぐれ大岩春子

幹線道路やつと開通貴

旅の疲れを癒す鉱泉宮道鈴枝

木枯がかたかたかたと鳴り荒び朝

狐火走る廃校の庭夜

くたばつちまえ・恋の邪魔者鈴

揺れ動く北朝鮮の核疑惑貴

あの方の夢見る事は幸な春
バイクに乗って帰る古里鈴

崩壊の一戸に月のおしみなく貴

宝の様に貰ふ松茸鈴

ナゥ鴨が来て澄みわたりたる心字池夜

謎めく巨岩いつの世のもの鈴

イチローウの打率だけ見るスポーツ誌貴

タレント候補なみに賑やか春
雪洞の消えて鎮もる花の城鈴

︵於・壬生川公民館︶

雛を越へて逃げる風船春

平成九年十二月三十日首
平成九年十二月三十日尾
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夜

八東予・風の巷ｌその二Ｖ

貴夜貴夜貴夜夜貴夜貴夜夜貴貴夜美子

守口津夜子捌

貴津

半歌仙﹃長梅雨﹄
長梅雨や俳句工房昼灯し
毬を重ねてしづく紫陽花
愛用のロイド眼鏡を取り出して
ソファーに莞れテレビ見てをり

平成八年七月二十七日首尾

︵於・守口宅︶
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せせらぎの音を間遠に郷の月

もみづり初めし四方の山々
ゥ旅発ちの秋の袷のよろけ縞

硝戸越しに熱き口づけ

ぞくぞくと妖気ただよふ弥勤仏

ピカソの瞳どちら見てるの
あすなろは見上げる程の大木に

﹄Ａ今や大企業なり

寒月を乗せてトラック走り来て

行き交ひたるは雪女郎かも
片言の電話の声はパリジェンヌ

一合のみと定めた晩酌

古里の花に名残を惜しむらん
ふらここの子等去りがてに居る

藤守
村口

八諏訪・河童連句会ｖ

歌仙﹁けらつつき﹂

一水に枡ひびかせけらつつき

さえの神様しかと抱き合ひ

ナォ宇治川を渡れば聞こゆ茶摘歌

思案をしても才覚がなし

又しても嬰児できたる兆しにて

姫の河童も集ふ河童忌

ケーキからクリームぷうととびだせる

睡蓮に波紋ひろがる昼下り

矢崎硯水捌

矢崎硯水

この月と変はらぬ月かリマの月

落書きをして逃げ足は盗難車

踏切近き町の公園

冨田一胄子

東浦佳子
吉池保男
矢崎妙子

保

佳

保

秤鰔恥辱十斗朋三七千串壗︵文音︶

思ひ思ひに惜春の情

花ふぶき世紀の末をひとしきり

万病に効くてふ出湯楽しみに
ハミング交す谷のせせらぎ

連衆の待っ宿で興行

ナゥ帽かぶり秋の野をゆく俳譜師

風も騒ぎて辺り冷やか

あわてふためく傍らの犬

気がつけば何時の間にやら刻がたち

水

ぐうと鳴りたる空き腹の虫

妙

妙
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あっけらかんと案山子直立
菊の香の高きに月の昇るらん
父は得意のカードマジック

簾をかけて隔てたる露地
美しきウエイトレスがそばに来て

水

ゥ寄合は祭のことと呼び込まれ

心で廻す恋のダイヤル

自動ピアノの踊る鍵盤

佳

水晶にはっきり映る三つ巴
卦は吉と出るいざ討入らん
車椅子交へて開くコンサート

水

雪やみて月光きらと刺すごとく

ほんわかとした綿飴の色

佳

酔へばとて花の下臥し夢心地

胡蝶が吾か吾が胡蝶か

妙水保佳一水妙保佳一水妙保佳一水妙保

八日立・かびれＩその一Ｖ

歌仙﹃万緑﹄

西幾多

小松崎爽青

西幾多捌

出湯の香ほのと流す涼風
黒澤都茂黄

片野弥恵

万緑の底に泊っ夜のほととぎす

自転車のベルすり抜けてゆく

釣人はあすの日和を測るらん

刈蕎麦乾く音のかすかに

滑川美智
鈴木美代

ナォ入園よ入学よとて駆り出され恵
ひねもすミシンかける音して代

藍色の帽子もシャシもペアルック恵

ふいに抱かれて息の苦しき智

移り香を惜しみっそっと汗を拭く黄

アルバイト先やっと決りし都
真直に歩けポプラの並木道恵

火見櫓に雲が流れる都

お地蔵の脇に腰掛け長話代

パソコンゲーム後を引くなり〃

早よ来いと満月の出を子に呼ばれ黄

木の実を拾ふ城祉公園智
ナゥ松籟に仰ぐ師の句碑爽かな黄
晴れ渡りたる群青の海恵

分校に紙飛行機を競ひゐて都

将棋史上に初の七冠〃

花万朶乾盃つづく車座に代

︵於・多賀公民館︶

ゆらりゆらりとのぼる風船黄

平成七年十月二十六日首
平成八年二月二十五日尾
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バイパスの工事が進む月の浜

宙心

黄

指もてそっと触れし唇

ゥ盗みたる無花果あまき小径なり

智

伊香佳都
代

カリョンの尾の遠く消えしと

黄

攝きを信じ分別なくしたる

チャンネル権をじゃんけんで決め

野茂投手新人王に選ばれて

智

恵

机の上を蜜柑ごろごろ

黄

都

冴えざえと利鎌の月が窓覗き

茶飲み友達今日も来てをり

代

都

足に寄り猫仰向いてお世辞いひ

庭に舞ひ込む双っ蝶々

芸達者ばかり揃ひし花の宴

分

八日立・かびれＩその二Ｖ

片道切符行方何処ぞ

ナォのどかにも手品見てゐてのめり込み

学僧もコンピューターを繰ると
身すぎ世すぎも板につきしか

歌仙﹃秋晴﹄

うきうきと伝言板の文字踊り
ハチ公像で待てば時雨るる

結婚は親の決めたるひとがゐて
小松崎爽青

話またはずみお膳が片付かず

西幾多捌

羽場桂子

今も変らぬ古里の川

家元といふ手伽足椥

秋晴や音かろやかに芋水車

小野崎芳子

満月が照らす案山子のコンクール

西幾多

郵便届く昼すぎの閑

早田維紀子

守田碧

遙けくも花に呼ばれし羽後の国

上衣を持って朝の散歩に

秤鰄叱奪計亜一一什朋雷︵文音︶
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三日月あをく子等を呼ぶ声
公園に萩ほろほると零るらん
座布団の猫背伸びして出てゆける

幾

しんみりと聞く戦時下のこと

ナゥ来年は廃校といふ残る虫

又三郎が秋風に消ゆ

ゥお稲荷の社はビルに挟まれて

桂

箏曲細く漏るる路地裏

不況の風にネオンちかちか

維

三猿ときめて余生を送りたし

芳

幾

聿石

抱き合うてアベック電話かけてをり

芳

昔の恋の今に懐し

地均し済みし震災の跡

碧

手相見にやっとひとりの客がつき
月涼しポートタワーにゆくりなく
冷えたビールをぐいと飲みほす

生まるる蝶に遊ぶ春光

ダイエット明日からきっとやりますと

幾

維

桂

庭に降り来て雀かしまし

桂

しずか

しづやしづ静の舞ひに花吹雪
暮れゆく濠に亀が鳴くとふ

維幾碧芳桂維芳碧桂芳碧維幾桂芳碧維幾

八日立・かびれその三Ｖ

歌仙﹃ひとり居﹄

ひとり居に灯点し頃の余寒かな

西幾多捌
小松崎爽青

黒澤津茂黄

吉心

代

都

鈴木美代
伊香佳都

ほんのりと浮く庭の白梅
雪代のひびくに雀騒ぐらん
村をつなげる吊橋の揺れ
滑川美智
片野弥恵

月のぼり子らにお話せがまれて

虫の合唱いまを盛りに

ウポケットを木の実ばかりで脹ませ

風切ってゆく自転車の群れ
呼び止める勇気がなくて黙り込み

代

智

黄

こちらを睨む襖絵の虎

都

月影を踏みて川床へと誘はれ

恵

抱かれし夢に汗がびっしょり

老いたる姉の衿の涼しき

代

初舞台そでの陰より見守りて

よちよちと鳩がより来る境内に

智
黄

都

サーカス呼ぶと噂してをり
一片の落花をうける馬上盃

飛行機雲の白き春の日

ナォ暖かな山の古里訪へといふ恵

浴衣の袖を噛みて見送る智

人かげぼうと渡舟場に立つ都
聞き覚えある口笛に振返り黄

競馬に賭くと声をひそめし代

隣席の煙草のけむり目に沁みて黄

解散のテレビ政界騒然と都

ポーカーフェイス出来ず悴む恵
拾い来し仔猫に買へる哺乳瓶黄

寄せては返す波のおだやか代
民謡を復習へぱ月は天心に黄

芋煮上手な媚呼ばんと都
頬寄せ在す道祖神なる代

ナゥそぞろ歩す露地の情しき風炉名残り智

信玄を偲びし旅に足痛め恵
暖簾くぐればにほふ薬湯代

︵於・多賀公民館︶

墨堤の花にたゆたふ屋形船西幾多
古稀の祝ひも済みてうららか智

平成八年四月十八日首
平成八年十月三十日尾
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八横浜．かびれ その四Ｖ

歌仙﹃山問﹄
新井佳津捌

一服のお薄に心などむらん

落葉くぐりて韻く水音

大城和

井上千

飯泉仙

伊藤延

新井佳

つぐらの嬰が深眠るなり
望の月千年の松傘ひろげ
小出民

山間に煙ひとすぢ冬に入る

叙勲の知らせ届く秋の日

まことしやかな噂流るる女

ナォうららかな田舎銀座に肩組んで寿

洗車の水を荒使ふなり〃

くっきりと残りしよべのキスマーク鼓

卑弥呼の国を肯ひてをる津

冬日和銅鐸あまた掘り出され光

宙に抜けゆく若きらの声葉

横柄な猫うっそりと兒出して湖

老舗の暖簾守る一徹女

かるかんに古里の母なつかしみ光

小菊溢らす路地の明るさ寿

月よさを遡る鮭盛りあがり湖

涙脆きは親ゆづりなる湖

ナゥふと聞きし医師の言葉のうそ寒う葉

留学生の帰国間近し光

水彩のいる柔かなちひろの絵鼓

︵於・奥湯河原青密荘︶

風きらやかに渡る雲雀野寿

神楽舞ふ袖にも花の散りかかり津

平成八年十一月十四日首尾
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河野玲

ゥさはやかにディオールの服着こなして

洋酒の酔ひがほろほると出る
許されぬ恋に身を灼く切なさよ
ジャンボ機ぐいと機首を南へ
夢のごとぽっかり浮かぶ島の影
レストハウスに熱きコーヒー

箱根山涼しき月の昇りきて
滝のしぶきに濡るる観音
世直しの政策反故となるばかり

尾を跳ねあげし掛軸の鯉

息鎮め弓引絞る花陰に

たまゆらの陽をはじくつばくろ

湖葉ノノ女寿鼓光葉鼓寿葉湖光女鼓葉寿津

八日立・かびれＩその五Ｖ

歌仙﹃木障の道﹂

霞の奥に鳴ける錐鳩
西幾

福田安

小松崎爽

ペンションのあるじとなるが望にて
石田栄

木障の道湿りほどよき二輪草

好きな絵柄の皿の窯出し
月今宵茶笑捌きもさらさらと

好きなもんぺをいまも愛用

ナォ恐竜の化石が出たと春の汗

お茶入れる手許艶めくニューハーフ

祭の笛を遠く聞きをり

妖しく洩れる閨のともしび
琉金の尾鰭ふはりと行交ひて

還暦の記念の旅も無事に済み

更紗の上衣少し派手目に
先生もやや緊張の保護者会
卵もうまず太るにはとり

廣い座敷のどこかうそ寒む

湖にあがりし月が自慢にて

ナゥ街住みが箱に育てし稲穂垂れ

荷物っかへる自動改札

こめかみに貼る頭痛膏薬
円安で株式投資そつぼ向き

恥辱十圭朋二千申澪︵文音︶

流れる雲に匂ふ春風

やや遅き今年の花も咲き満ちて
秤
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漕吹く風を爽かに聞く

ゥ横町の八百屋松茸大盛りに
ジーパン似合ふ末娘なり
相乗りのバイクに髪をなびかせて

ままごとめける新婚の部屋

寅さんの計報誰もが涙ぐみ
いつの間にやら猫が寄りつく

月寒く屋台に酒を酌み交し
心もとなき冬のボーナス
クリスマス集会告げて車過ぎ

日本脱出子等が目論む

陽炎だちに揺らぐ国道

花吹雪サンバを踊る一団に

幾安栄幾安栄幾安栄幾安栄幾安子多子青

安幾栄安幾栄安幾栄安幾栄安幾栄安幾栄

八日立・かびれｌその六Ｖ

歌仙﹃まんさノ︑﹄

まんさくにほの明るさの渓の声
新井佳津子
大竹多可志
子

西幾多

多

煙這ひ出す杣小屋の春

遠足の子ら賑やかに過ぎゆきて
ちぎれんばかり犬が尾を振る

現代こけし家苞に買

ナォ永き日に一服のお茶もてなされ

出来どころとはまた遊び心にて

風ひょうひょうと虚空渡れる

もてあましたる腕の刺青
山の湯に幾夜重ねて紅葉鍋

冷害といふ記憶薄れし

発掘の壷のかけらが並べられ

遠野なる座敷わらしに会はんとて

老舗ゆるがい名物の菓子
満月にうっそりと佇つ陶狸
テープで流すお経冷まじ
圭心

子

ナゥぬけぬけと嘘をまことにけむり茸
圭心

不老水とふ杓にたっぷり

車椅子贈りくれたる弟子もゐて

錦を飾る議員先生

多
子

︾十弐朋十玉串霊︵文音︶
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月よさに出ては団地をひとめぐり

拾ひし胡桃篭にころころ
ゥ夢多き友が提げくる今年酒

海外移住本気なるらし

多

エプロンを鞄の隅に押しこんで

紅ひく指が少し震へる

秤鰄

巣立雀の馴れしこの頃

棟上げに花の大樹の咲き溢れ

待合す駅に夕べのチャイム鳴り

士心

士心

垂シ

士心

子

多

達磨大師のお見事な髭

月の出を欲得もなくねむくゐて
陽気噴き上げて藷の蒸けしか

子

馬市に馬追ひ唄も懐しく

母が支へる古里の家

隠れたる名所となりし花ざかり

上り簗場にはずむ人声

多志子多志子多志子多志子多志子多志子

ナ

八小松・兜の会ｖ

歌仙﹃穀雨﹂
白山を隠せぬほどの穀雨かな

メルヘン時計くるり春壹

清水一與捌

清水一
松下一皐

林秀
田中良

南出雅

伊勢一示

兄の手習ひ先に覚へて弘

ナォ黄砂降る不本意ながら宮仕へ與

甘い攝きまたもおねだり雅

早熟に育ち過ぎたるたまどっち京

死ににゆく仲なれ道の霜純

ョカナンの首を賭けての艶な舞與

ホームページでオタクしてます弘

遠火事の消へたかにしてめらめらと巴

英雄像に鳩が糞する巴

メロン喰ふ迷走地圖の淡緑與

頑を貫きとほし月仰ぐ京

旅の衣はげに鈴懸の巴

べい

海扇ごまひとつポシェットにあり雅
ナゥ村芝居ほろり泣かせて笑はせて純

吃れる虻がそのままに去る雅

邪鬼どもは憤怒の天に踏み敷かれ弘

花明り繰り返し弾くアダージオ與
ときには孤凋ふらここを漕ぐ京

︵於・石川県小松市松下宅︶

平成九年四月二十八日首尾
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母ひとり耕すだけの田畑にて

新聞読むに小言ぶつぶつ

久々の大商ひよ月満る
勲章もらひ菊の招待
ワ芋塁のダイエットせぬ気楽さよ

好きな人へと座ぶとんを寄せ

感病社内検診異常あり

置いてきた子を想ふ雪空
あやとりの鼓にならず絡まりぬ
ロンドンブリッジ猫じゃれ回る

葎月会長辞任に追ひ込まれ

無罪放免冷酒ちびりと

博多帯きりっと結ぶ銭五船

礼拝堂は森閑として

遅れ花散るまで心定まらず
捨てた故郷に蒟蒻を植う

巴純京純雅巴京弘巴京弘與巴弘子巴子與

ハ伊那・からむし庵連句会ｖ

歌仙﹃年の瀬﹄
年の瀬やあき缶泥に身を沈め

爪先東てる新品の靴

近藤山澗子捌
小沢比呂志

平島嘉子
根津芙紗
笠松道代

埴輪みて石器時代にあこがれて

震源帯の走る床下

近藤山澗子

宙心

道

戸田恵美子

ふつふつと粥煮える音望の月
菊の香残るみどり児を抱き

ワ骨相は父親ゅづり秋祭
口笛吹けば君の応へて

山

芙

海辺に傾ぐ難船の影

道

騒がれて大きくなりし強さ
とぶ烏の姿は見えて風もなく

嘉

万歩計読む汗の老医師

道

嘉

比

芙

机上には仔猫の写眞五枚ほど
越の銘酒にほろり酔ふたる

手作り野菜さげ里帰へり
念佛を唱へてをりぬ夏の月

昭和初期生まれの女花の丘

嘉

山

軽く打ち合ふ紙の風船

ナォひな椋鳥の声にふくらむ屋根庇恵

理におぼれたる政官癒着山

休日はうきうきわくわくアウトドア芙

失敗談に拍手喝采嘉

外套を自画像にして壁に吊り山
色のつかれし常盤木に雪：道

寺の池食を求むる鯉の口芙

痩せるだけやせ人の恋しき嘉
殺すかも知れぬとひとり眩て山

旅は道づれ世は情けとか芙

山荘のランプ点して草の月道
蔓をたぐれば虫のとびだす芙

ナゥ秋刀魚焼く匂い追いやる換気扇比

小走りに来る妻の足音山

宅配で届く小包化粧水芙

マンション暮し捨てるものなき嘉

師と弟子の夢には若し花の雨山

︵於・市立図書館︶

蒙古に響く春の野のうた道

平成八年十二月七日首尾
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八横濱・歌留蓑連句會ｌ其の壱ｖ

齢︑横濱

歌仙﹃海の日﹄
一九九六年七月二十日

海の日の汽笛の音の暑さ哉
陣

茂陣茂佳陣佳陣佳茂佳陣佳茂佳茂

氷菓の旗にそよぐ涼風

寝覺めたるみどり子そっと抱上げて

屋形船より眺む月影

再掲農學校の春のバザアル

ナォ雪も解けよ宮澤賢治の曲に乘り

風雨にめげぬ人になりたし

鱈船の吃水線まで鱈を積む

灯臺低く汐滿つる海

南國の島のリゾオト星の砂

得ること難し幸セの烏

ちぎられし鶏冠も哀れ決勝戦

空音に謀られ逃れたる將

どの黛に入るか思案の選學前

信ずる岬を待てぬ世の中

ハイウェイの衝突事故を照らす月

鹿の親子の天に昇るか

ナゥ小屋番は手酌で一合地塁鳴く

無害村ゆゑに皆逹者なり

島唄の調べ暢びやか流れ來て
アロハで濟ますハワイ観光

パレエドの花の女王にこやかに

ふんわり浮ぶ春の綿雲
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さんざめく宴をよそに秋の聲

蟷螂の鎌もたげたるまシ
ゥ動きたくなる時あらん揚ゲ案山子

民を狩込む甲斐の凧

姫檬を助くる役のよい男
秘めたる思ひも義理にしばられ

灼熱の轌進の日に消えし感

精霊流シの灯シ青かり

秋の蚊をあはれ蚊と言ふ租母の聲

マンションの窓しめきりし月
競書書く半紙の反古や積上げん

六十にして知らる樂しみ
接木より新種の花の次々に

農學校の春のバザァル

佳茂

鳴

佳茂佳茂陣佳陣佳茂佳茂陣茂陣茂佳陣佳茂

八横濱・歌留簑連句會其の弐ｖ

齢︑横濱

歌仙﹃街灯の﹄
一九九六年二月十七日

寒の戻りの窓に物の香
江里口華蓉

今村茂
金子鳴陣

街灯のまるき灯影や春の雪
手に燭れし苔む沈丁かたくして

渡邊佐加江

池田佳

再掲春の雲に野毛の道化師

ナォ永き日や動物園の猿の貌

天下取るらん眼鏡し

拘置所の壁に向ひて組む坐禅

法衣をつるす軒先の竿

僧房の狹庭に遊ぶ村雀

のどをうるほすせシらぎの水

山登り装備萬端整へて

恨ミも深きヒマラヤの奥

垣間見ん直ぐに消えける雪女

性にし感の日面影に立つ
後白河月の光に頬濡らし
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野の中央に農具市立っ

佳

陣

寂靜院に紅葉且つ散る

ナゥバスを待つ地塁の鳴くを聞きながら

母が土産は芋煮ころがし

マンションの十八階でむすぶ夢
インタアネットに頼るお見合

最果ァの島にも遅き花筏
鰊曇りに漁船出でゆく

執

ヘリコプタア有明月を隠しけり

朝刊を待つ島の秋晴レ

佳

茂

ウ運動會うちの坊やの出番也
カメラをまはす夫どなりつけ

茂

陣

エヌジーの二三度つ貫くラブシーン

初夜の隣に婚禮の宴

茂

佳

百年の感も醒めたり大欠伸
猫をじやらして世之介の書
髪結上も今では男アーチスト

茂

陣

江

ロックバンドの衣裳きらめく
運河にはネオンサインと夏の月

蓉
茂

工事現場の塀の高かり

春の雲に野毛の道化師

散る花のこ易靜かなりビルの谷

筆茂陣茂江茂陣茂江陣茂江茂蓉佳茂蓉陣茂

這言壯に骨は海原

老いらくの獄の飛立つ空の旅

離婚の多きロイヤルの城

ナォ新黛の黛首未だに定まらず

八横濱・歌留蓑連句會ｌ其の参ｖ再掲亦もかつがるエイプリルフール

世吉﹃萬緑に﹄

一九六六年六月二日紗︑横濱

彩色の佛典壁薑捨身飼虎

賭場に咲きたる櫻刺青

ステンドグラスの光妖しき
密談はランプを園み顔を寄す

エンゼルの羽の雫の滴りて

人出の多きあぢさゐの径大島紫摩らくだ草とは砂漠あらくさ

萬緑に吸はれてゆくや寺の鐘児島萠

中學生のたるむ靴下谷口麗

茶屋に坐し異國語混るメニュー見て森小竹

歓聲に大繩跳ビの地を叩く川村智香

はや秋めきし噴水の園出雲正明

遺構残れる大井騨跡

夕映ェにちぎれ雲ゆく江戸の空

仰ぎ見て月光で讃む時計塔

おいらの村に花嫁の來る

かぽちや行列ハロウインの夜
ナゥ大言キの當選御禮稻架にかけ

禁断の實を未だ守りて

古老より語るを聞けば遠き感
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滿月やワインも加へ同窓會新井世津

趣味とりか︑に木の實盛る皿金子鳴陣

よきに計らへ殿様の癖陣

ゥ將棋盤二枚落チでもなほ頁ける松島鏡湖

小面のやうな顔してした愛かに萠

いつのまにやら深き仲とは湖
夕されば君が香水感しかり麗

風蒸署く化野に吹く湖

旅の宿開かずの部屋の氣になりて摩

香鶴と韮置く池の庭燈

錠剤は赤白黄色菓子の如
誰が奏ずるやハモニカの月湖
摩咳で富得る幅趾主務官
菊酒に酔へば戦後も遠ざかり
難民キャンプを打上ゲの秋湖料亭の膳はいやはや高くつき

一本の棒で遊ぶ子砂けむり

河口に絲を垂らす初鮒明

亦もかつがるエイプリルフール竹

迂回して花の頃合上計りけり摩

筆麗津香萠明摩湖摩竹津明湖香萠香萠摩香明陣湖竹

執

八川内・川内連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃呆け封じ﹄
池川媚谷捌
池川蝸
戒能多

呆け封じてふ箸商へり寺うらら

春の烏が鳴ける松の木
小倉静

めかり

日曜の和布刈の浜は賑はひて

海面よりも低きオランダ多

ナォおもしろく回る畑の風車谷

隠居する家建てる算段谷

たまさかの休みボルボで遠出して波

雪の中から覗く万両波

猪鍋を囲み師弟の打ち集ひ多

結納金に似合ふお仕度多

呉服屋のチラシ此頃頓に増え谷

暴走族が出した本性谷

新婚はつつましやかに振舞ふて波

三島神社の祭たけなは多

のぼり来る望月ほんにまんまるく波

屈ぴり腰で渡る吊橋多

ナゥ鳴子綱引いては帰る下校の子谷

乞食僧の草履すり切れ谷

政治家の評判世論に見放さる波

︵於・川内町中央公民館︶

風狂の旅に咲く花ふぶく花波
ヘールボップの星は朧に多

平成九年四月二十日満尾

−1ラ1−

早々決まる就職の口

新調の背広着て行く月の宴

電車降りれば覚ゅ肌寒

ゥ漱石のドラマもありて獺祭忌
ととせ

ワンルームでも甘き愛の巣
ままごとの様に暮して十年過ぎ

亡命遂げし北鮮のひと

隠しても隠し切れない核の事故

菜畠荒す夜盗虫なり

月光に照らされてゐる穴子釣り
ちびりちびりとカップ酒呑む

売れずに太る組山の杉

癌告知漢方薬をあれこれと
しっとりと小雨に濡れし花衣
仔猫抱だけば伝ふいくもり

波多谷波多谷波多谷波多谷波多谷波喜谷

八川内・川内連句会ｌその二Ｖ

池川燗

ドリ

仙治多谷波治仙谷多治多波子喜仙波穂谷

歌仙﹃指先に﹄
指先に金輪際や根切虫
出荷控へし畑の甘藍
宮内竹

池川水

待望の三橋時代迫りゐて
訪ねて来たる将棋友達
戒能多

楠治

小倉静

雲脱ぎて唄ひたくなるいい月夜

池の堤に揺れる穂すすき
君のハートは僕のものだよ

ワ流鏑馬の駆け抜けざまに的射ぬき

彼氏より夜毎夜毎の長電話

個人輸入の伸びる円高
人間の目を盗みゐる群鴉
焚火の中の藷は焼けごろ

菩提寺へ月を背負ひて東てる道
わめき立てつつ消へる酔ひどれ

病院の廊下を走る付添婦
次期会長の噂ひろがる

高さ競ひて漕げるぶらんこ

ヅカジェンヌ楓爽と花くぐり行き

転和吟なるもとの山水多

ナォ白き帆を浮べて広き春の海波

満州の戦野の夕陽夢に見て仙

ステッセルてふひともありたり谷

霊宿るかに竹落葉する治

大川のよどみに鮎の光る時水

狂ひし恋に夫も子も捨て波

濃化粧しても愁ひのはれもせず多

晶眉チームの野球連敗仙

レシートを確と見直す消費税治

月澄める峡の底なる一部落水

明日は休んで茸狩に行く谷

友の似顔絵のこるレリーフ仙

ナゥ校庭の銀杏黄葉もなつかしき波

手織り紬のしぶい着流し治

オムレツが誰より美味いコック長多

︵於・川内町福祉館︶

佐田の岬に霞む灯台水

惜みなく風に応えて花吹雪谷

平成九年五月二十日満尾

1ラ2−

衆

八東京・神田川連句会﹀

万年床に光る目覚まし

雛深き翁は網を捨てかねて

葛西橋旧葛日橋梅雨深し
樟青葉して駅頭にあり
堂

水上榮二

田中広四郎

松井冑堂
我妻民雄

歌仙﹃葛西橋﹂

谷底に水車小屋あり明けの月

雄

判
堂

郎

雄

堂

一一

郎

雄

堂

堂

郎

ダム満々と鵯が鳴く

ゥ次のバスあと二十分草紅葉

君の寝姿あの山に似て

恋初めし仕立て下ろしの絵振袖

吉祥寺の鐘響く町並

土砂降りが行人坂を流れ落つ
みたらし団子いまはピザパイ

新都心寒円月の昇りたる

懐手して四年の辛抱

西部劇もう掛からない小屋の跡
蝶ネクタイのモカにこだわる
花守りのこのひと筋に生きる道

霞の祠に竜神伝説

トロントの街失業者増え

ナォ胡沙荒るる北の太湖の辺なり

登窯より舌出す炎

朝市の肉吊られけり逆しまに

口への字鉈豆煙草青田風
夜の秋には田舎芝居を

灯ともれるお宮の松の薄明り

君のピアスの青き煙めき
新妻は夢占いに囚われて
不振極める日本選手団

顔上げて中天にあり盆の月

手元不如意でウインドショッピング

鱸の洗い絶えて久しき
ナゥ萩の露陸奥男山一ノ関

ピロピロと携帯電話瓊事煩事
無人の島に引っ越しするか

別れ霜立つ葛飾柴又

鴎飛ぶ虚空に座け花の雲

秤鰄皿蓉砿朋印牽︵文音︶

−1ラ3

衆

二郎雄堂二二郎雄堂二郎郎雄堂二郎雄雄

八堺・きさらぎ連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃連句風﹄
小池正博捌

久次米真理子

小池正博

嫁が君運び来るや連句風
十年日記書き初むる朝

正

智

山田美智子

中野智子

繰り返される迷子放送

無人駅赤い電車に駆け込んで

斧振り上げて逆さ蟷螂

月の弓通信衛星よぎるらん

智

美

古家秀美

智

勢揃いした一族郎党

ワ菊畑八シ墓村に辿り着く
あのテノールの主は誰なの

タロットは幼馴染みが良いと告げ

真

真

静御前の湯浴せし場所

胸もとに目のやりばなき汗光り

正

秀

美

大穴狙う秋のＧＩ

智

ジーワン

溌持ちて招き寄せたき今日の月

あやとりの糸ほどけないまま

正

真

新党の行方も知らずそぞろ寒

詩集の頁めくるふらここ

夢浅くイーハトーブの花の昼

ナォ山焼きの父の長靴うす汚れ智

てきぱきとした若き棟梁真

公園の仮設テントに雪化粧智

俺のローンもチャラにしてくれ秀

幼き子骨髄移植待ちわびる真

気球追いかけ飛ぶ伝書鳩智

飲み明かす果てにようやくキスをして正

シャワールームに残す髪の毛智
鬼女のごと深更参り脛あらわ真

法華経五巻とくならうべし正
新聞少年月の雫に染まる街秀

ホームページに日展の記事美
ナゥ庭萩の珈琲の香に包まれて真

半透明の塵袋置く智

秀

真相はハーフミラーの向こう側美
いき

呼吸のそろわぬボケとツッコミ

平成八年一月二十日首

︵於・アウィーナ大阪︶

花館奇石を愛でる癖のあり正
青きを踏めば寮歌流るる執筆

平成八年三月三日尾

−154

八堺・きさらぎ連句会ｌその二Ｖ

胡蝶﹃佐保姫﹄
衆議判

辛夷の花の揺れる村里
池原圭

小池正

塚野啓

紙雛の沖に流るる跡もなし
松永直

中野智

オモテ佐保姫や古寺巡礼に寄り添えり

じゃんけんぽんで鞄持つ役
酒井保
大久保孟

拳の中の貝に傷つく圭

ナゴリわらしこはいじめられても屹と立ち啓

表裏コインを投げて決めようか智

︵於・奈良・ちづる︶

彼岸過ぎまで待てぬ続編直

スフィンクスの欠伸する宵保
花館変痴気論もたけなわに正

平成八年三月四日首

平成八年三月二十七日尾

−1ﾗラ

バルコニー慣れぬスーツに注ぐ月

ディナーグラスに赤い羽根挿す
ナヵいちだんと彩りの増す山紅葉

河童橋から誰か呼ぶ声

オンリー・ユー愛されるのが怖くなる

好きな相手は友の恋人

遺品から貴重な文が続々と

必死に守る身内一党

日本にもいずれ皇室スキャンダル

尾根道沿いに咲いた黒百合

旅心雷鳥の名に誘われて
行方不明になった弥次喜多
東てる月バランス崩す絶対値

庭の寒鯉そよと動かぬ

孟直正啓智孟保孟智保直美典子子子博子

こ

由と
紀し

八名古屋・桔梗連句会ｖ

先村

田先由紀子捌

田吉

内

歌仙﹃金魚売﹄
路地の児に桶のぞかせる金魚売

日々に育ちぬ庭の枇杷の実
墨匂ふ床の間の軸しめりゐて

璃瑠細工の十二支をみる

かたつむり

︵於・田先宅︶

ましし紀ましま紀し紀紀まし紀ましし紀

ｈ〃←ｆ︑○し

ナォ惜春にしみじみと読む李堤の詞

湧くが如くに柳紫飛ぶなり
陶工の篦しなやかに茶碗生れ

幼なと入る京の干菓子屋

留守の塀一列横帯蝸牛

夏帽うかし会釈するなり

輸入品ばかりで飾る台所
ＣＤかけて恋の曲きく

フォンテンブローの泉で熱き口づけを

さばさばと飲むブラック珈琲

月砂丘人影もなく蓼々と

磯菊一枝ひっそりと咲く

ナゥ雁去りし窓ながむれば遠汽笛

ピアノの上に手作り人形

ゴブランのスフィンクスあり懐しき

父の愛せし漱石の本

何事もなく過ぎてのどかに

なわとびの輪の中にある花の影

平成九年五月五日首

平成九年五月十五日尾

−1ラ6−

繊月に余韻残せり茜雲
川の瀬に浮くコスモスの花
ゥ秋茶会帛紗に染めし源氏香
来ぬ人待ちて化粧ほんのり
傷つきて胸に沁み入る独り酒

人質解放ほっとしにけり
アイちゃんのチンパンジーは字がよめて

しばしテレビにかじりつき居り
さざ波にくだけてゐたり寒の月

僧を尋ねて雪の道ゆく

母と子のやさしき声の糸電話
旅のプランをたてる楽しさ
花の雲画布に描けば烏ほろ塾

厨開けれぱ暖かき風

堀

ま紀まし紀し紀まましし紀し紀紀し子子

ハ横浜戸塚・義仲寺横浜戸塚連句会ｖ

大根を煮る日本や大地震
小川悦

海野金

八木莊

半歌仙﹃大地震﹂

ストーブの火をつけしその刻

八木莊一捌

酔ふほどに研ぎいださるるものありて

植木鋏の忘られし枝

平成九年三月三十一日首尾

︵於・八木莊一居︶

−1ラ7−

月光に隙間のありてゆらぐ影

宗太鰹の深い水色

ゥ山海の珍味ならべる爽やかに

目で結びあふ無限の思ひ
よく流行る産婦人科は露地の奥

近道ならず行き止まりなり
過去未来テレビ画面に見る旅出

職業欄はフリーライター
一本だけ月さしてゐる曼珠沙華

ひと股ぎほど夕立の水

ときどきはシャワーのやうにわらひたい

青い地球をこはさないうち

晩祷といふ言葉あり花満開

双眼鏡にのこる白烏

悦魚一悦魚一悦魚一悦魚一悦魚一子魚一

八逗子・木の会ｖ

歌仙﹃梅椿﹂
梅椿桃も咲き添え君の旅
沖もはるけく雲に入る烏
山焼の煙近くにせまり来て

無線電話で村長の指揮
十三夜使はい筆が筆筒に
零餘子御飯のやはらかく炊け

草間時彦捌

堀口みゆき

草間時彦
本井鰈

恩田侑布子

近藤蕉肝

近藤クリス

藤井弘美
大島等閑
大輪靖宏

ゥからす瓜風吹くままに揺れてをり

車を降りて背伸びしてゐる

子

宏

肝

き

ちょっととて始めたアンマながくなり

鍵束の音遠ざかり行く

バカみたいねと身をすりよせる

中世の貞操帯の博物館

月涼しイルカの群と泳いでは

子

標

肝

美

亡命先でひっそりと死に

青葉木莵啼く山荘の窓

高嶺なる落花いよいよ始まりて

鰈

ソヴェトの銀の硬貨の二︑三枚

飯蛸を煮て弁当の隅

手をとり合えば恋のめばえるス

ナォ遠足にアンパンマンも連れて行くス

パイクより玉子つちより君が好き宏
ロイヤルブルーのブラジャーの谷子

増長天の下の邪鬼どもス

わし鼻の神父の持てる一室に子

苗字帯刀許されし家宏

雪降りて酒蔵の戸を閉めしままき

十八番の役者声色閑

行商が通ふばかりの峠みち鰈

馬も頭を振ってやや寒む宏

山の端に待っていました今日の月鰈

思い出したる巴里の街角き

ナゥ霜降の陶板池田満寿男なる子

紫の半襟つけて老ひにけり子

︵於・葉山相洋閣︶

蝶々遊ぶ谷戸の奥なり美

舞台を踏めばしゃっきりとする鰈
去年より濃き花の影みてをりぬき

平成九年三月二十日首尾

1ラ8−

ナォ畦塗らな棚田に山の影を置き桜木幸子

岡持ちを提げバイク飛ばして久

玉鬘筑紫の国を逃れくる茂

谷崎源氏村山源氏節

風冴つる杜に恨の釘を打つ茂

路地裏に赤子泣かせてもらひ乳節

ゆらり狐火恋に身をやく淳

原節子

︵於・中津川コミュニティーセンター︶

平成九年五月六日尾

平成九年四月十二日首

ナゥ秋の果同級生の計報聞く茂
コンダクターの夢が叶ふも久
親子して筏組み替へ木場生活淳
おにぎり弁当海苔の香ばし節
参籠を了へて下りし花の磑節
婆の居眠るあたたかな午後久

深山竜胆鉢を咲かせて淳

月淡し霧にすっぽりのっぽビル幸

オンザロックで先づは乾杯淳

かかさの晴れ着質に流され幸

三人目徒歩で冒険北極点久
道

丸山茂子
島崎道子

小椋よ志江

森川淳子捌

八中津川・岐阜県連句協会・こだま連句会ｖ

歌仙﹃春筍や﹄
春筍や俄に猪垣めぐらしぬ

色紙に印す手形愛らし

だんだん蝶の生まれたる里
卒業す子供歌舞伎に祝はれて

栗きんとんに行列のでき

茂
道

茂

一得

土互"

カンバスを立てて待つほど今日の月

茂

深谷久砂
森川淳子
よ

小さな嘘は知らぬ振りする

節

ゥ廃坑は真葛ヶ原となり果てて

Ｖサインしてにこりブリッコ

淳

病欠の届を出して妻と旅

復元の下田歌子の勉学所
文化包丁切れ味のよき
盃に月も浮かるる鵜飼舟
佛法僧の鳴くの鳴かぬの

よ

久

折り紙を教へ国際ボランティア

節

苑のうららに許されし試歩

へのへのもへじ壁の落書
花吹雪鯉のひしめく池の面

−1くO−

八岐阜・岐阜県連句協会・加納連句会ｖ

歌仙﹃筍流し﹄

梅を干す路地に下駄の音ひびかせて

蛍飛び交ふ名水の里

千

小瀬秒美

小瀬千恵子

松波幹治
柴田広志

小瀬秒美捌

和装に混ぢる碧眼の人

美

句碑の脇はしる筍流しかな

単身赴任地漸寒ときく

湯殿詣での若き修験者

美

治

士心

ゥ爽かに新幹線を乗り継いで

千

旅の窓異国の月に照らさるる

懐に黒髪の束忍ばせて

裏の扉を少し開けをき

士心

千

手作りのケーキを前に口説かれて

長き鎖の揺るるロケット

美

士心

千

美

千

士心

公園の木馬が見上ぐ凍ての月

冬の雁きく雨後の明るさ
万歩計つけていつもの角曲る

忍び返しの石垣の反り
花篝吊るす後ろの闇深き

ゆかりの秘仏開帳を待つ

ナォくねくねと泥に画ける蜷のみち美

陶片埋めて上壁を塗る千

カプセルに思ひ出遠き日記帳志
まむしの粉をぐっと飲み込む美
リハビリの夫の体温伝はりて千

か細き肩に外套を掛け志

北風の終電までは待ってます美

夜ふけの屋台すする熱燗千

政治屋の利権がからむバラック街志

衣の下に鎧ちらつく美

敦盛の笛の洩れきて月細し千

藁家の軒に干し柿の色松尾一

あらぬ噂のジャリタレの過去美

ナゥ斑鳩の入選写真秋深き志

記者達の煙草のけむりたちこめて千

庁舎の裏に烏の嶬志

次々と寄せては離る花筏

平成八年六月七日首

︵於・小瀬秒美宅︶

棹さす春の水の豊かさ美

平成八年七月一九日尾

−160−

八羽島・岐阜県連句協会・三川連句会﹀

歌仙﹃春渚﹄
水平線にうららかな島

磯部摂子捌
磯部摂子
上杉くみ
飯田千歳
清水裕子

ォ春渚馳す児に注ぐ母の視野

竿竹売りの声高々と

一柳悠香子

野田千恵子

晴れればとビルの北窓開くらん

飼われて昼も鈴虫が鳴く

ふる里の柵に腰置き見あぐ月

千

水谷芳枝

古き軒より雫ぽたぽた

ゥ消費税引き上げられてそぞろ寒

摂

明石曜子
小見山美代子

声のひそまる植込みの蔭
野良犬に密会の時邪魔されて

柴田幸子
加藤敏夫

街の灯がにじんで点る頃となり

最終電車出たあとでした
聖堂の十字架白く月涼し

敏

山田蕗子

裕

幸

曜

サラブレットがお姫様のせ

水鶏の声の田を渡り来る
日本の歴史漫画で知る時代

廻り続ける風車はも

花吹雪ディズニーランド夢心地

ナォ弥生尽発表論文ひたに書き悠

遺伝子組み替えクローン猿まで幸
時計より﹁乙女の祈り﹂流れ来し蕗
通販で買う逢うための服横井恒子

去りがての利休鼠の朝しぐれ美

再び燃えて昂ぶれる炉火く

湯女うたう山中節に艶増して敏
カラオケ大会そろそろ終り芳

ポンと飛びだすシャンパンの栓千

政財界官界なくて金地獄く

後の月留学生も伴に観し美
軒も余さず柿すだれ吊る悠

ナゥ老練な八十路の区長冬隣芳

ホームパーティーつきぬおしゃべり恒

石畳ワルツの木靴軽やかに千

すぐに過ぎたる南欧の旅恒

胸裏にしまい切れざる花の色摂

平成八年四月二十日首

空碧く透く高き啄蕗

︵於・羽島市下中町願照寺︶

平成八年五月二十一日尾
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八松山・錦心会ｖ

歌仙﹃夜神楽﹄
渡部伸居

渡部伸居捌

夜神楽や笛の歌口東てがちに
曽我部登志子

士心

居

土居栗
藤田節子
荻山幸子

どっと崩れて猛る梢の火
道沿ひの田畑宅地となるならん

配線工をクレーンで揚ぐ
兎住むロマンなくとも月見会
群に遅れしかりがねの二羽

ナォ談笑の奥座敷なほ暮れかねて幸

西空に出る淡き彗星志
孫の快気を祝ふ大鯛幸

今日一卜日こと無く過ぎし幸せに居

破れ障子を鳴らす北風居

ヘリも来て金刀比羅山の火事騒ぎ節

婿を迎へて店舗拡張節

代々の醤油造りをなりはひに志

身籠りは袖に隠せぬまでとなり幸

肩凝り虫歯両頬の腫れ志
遠音に聞ける烏威す銃幸

故郷の駅に降り立つ月今宵居

ナゥ筋雲は空いつぱいに秋の澄み節
池のほとりへ構ふキャンバス栗

ゥ藁塚も今は思い出のみとなり

節

村の爺﹁何ぞなもし﹂を覗き込む居

栗

幸

胸に棲みたる幼ナ馴染よ
乗りあひのバス旅行にてはたと会ひ

居

伊予の地酒の﹁烏涛の沙汰﹂てふ※

平成九年一月二十一日首

平成九年四月十五日尾

いないの意

※酒米を六五％になるまで精白して作った酒︒もった

︵於・松山市久米公民館︶

憂きことも総て忘れて花に酔ひ節
春のうららに合はすハミング栗

幸

スフィンクス像視線いづこに

栗

おこ

悠久の大河に浮かぶ葦の舟
月高き夏の講座のいろいろと

節

士心

何を飲もうか自販機の前

幸

彼は活字に我は電波ぞ

人質へ差し入れの品迷ひつ畠

居

節

士心

手作り菓子と衣類幾ばく
猫も居て花のもとには緋毛蟹

種子袋つけ上ぐる風船
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宇田零雨捌

都志真靖登八花直治て筧零

八東京・くさくきｌその一Ｖ

歌仙尋化はいま﹄

花はいまほころびんとす君の為に

目出度き春を待ちわびるまま

上天ゆ雲雀の声のふりこぼれ

長々続く故郷の道

月代の安らぎにある明るさに
ほっりほつりと栗を剥きつつ
ワ旅の宿みちのくの酒身に入みて

ナォ師の句碑の建ちし池畔の陽炎いて

安達太良山を仰ぐ故里

四方から湧く松蝉の声

星光ゲにまみれ嬉しき露天風呂

よく見れば蓮の浮葉のゆれどおし

河童の通る道筋かとも

枯木の下に焼藷の店

日溜りに羽を休める冬の烏

鏡にむきて口紅をさす

夫逝きてようやく馴れし昨日今日

北へ向いて雁わたりゆく

十五夜の月は梢にかかりいて

啄木の詩は潮騒に濡れ

ナゥ襟元のぞくっとばかりうそ寒き

写真を撮れる史学専攻

訪れる人もまばらな関所跡

歌仙満尾の昼はあたたか

如意輪堂埋みて花は咲きほこり
平成七年四月首
平成八年一月尾

︵於・草茎社︶
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つ
喜重
計佐

妻の浮気を見ぬ振りをする
初恋の唄をわびしく口ずさみ

今さら帰る家もなきまま
病室にしずかに廻る走馬灯
そっと置かれし鰺鮨の折

勢揃いして燕去ぬるか

昼の月高層ビルに貼りつきて

港の見える丘の公園

教会へ行く道いつもにぎやかに

片頬に枝垂桜の花触れっ
肩にこぽるるままの嶬り

宇渡西 日
田田岸磯水下木宇
田辺郡笠村坂本
野村村田

花直治て水雨子子女子子子子道夫男水雨

登八直治水雨都靖登八直治水雨都靖登八

八東京．くさくきＩその二Ｖ

歌仙﹃おでんや﹄

おでんやの暖簾に吾が句ありてわびし

垂に惨む町の灯ビ

宇田零雨捌

ナォ荒れくるう比良八講も何のその

木村筧水

若くして戦に散りし夫想い
まこと優しき青い目の嫁

牧

直

靖

リビングはペーチカたきてぬくぬくと

節

佐野とし子

高原牧子

ジングルベルの街に流れて

一人静かに写経三昧

病棟のかなたにネオン点りそめ

佳

渡辺ハツヱ

廣田節子

︵於・草茎社︶

節

牧

都

直

牧

永雄もりえ

宇田零雨
鈴木佳子
宇田都子
小川廣男

飲友達の顔がちらつき
鴬釣の約束未だ果せずに
雛にほろとこぽる白萩

水野治夫

墨の香残る父の文机

海鳴りに古里の街しのびつつ

亡き母の眉毛に似たる細き月

靖

都

墨絵のように浮ぶ島影

牧

磯直道

竜神祀る祠ふるびて

漆紅葉のあざやかな峡

虫の音に月はぐんぐん登るらん

万歩計つけて歩める道すがら

我が子の法事明日とせまりて

平成八年三月尾

平成七年十二月首

春の愁にゆるる来し方

ナゥどこからか飛んできたのか大き烏
直

筧

はずしたる指輪のあとの薬指

ワ行秋の磐梯の旅胸にしむ
別れしひとの面影を抱き

都

うららかなりと交す挨拶
雪洞に明りを入れし花の宵
廣

ハ

ハ

月透きしまま匂う鈴蘭

直

晴耕雨読余生悔なく

涼しげに水羊葵は出来上がり
退職金はたいて建てし山の家

節

靖

靖

訪れし孫のしぐさに目を細め

直

酔いしれ歌う千金の夜

ぱっと飛び立つ公園の鳩
花吹雪西郷さんの肩に背に
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八東京・くさくきｌその三Ｖ

歌仙﹃枯蔓﹂
宇田零雨捌

ナォ重代の雛を飾りし奥座敷

琴のしらべに心和める

宮中の晩餐会の大統領

通訳ぬきで話す妃殿下

冬晴に光る真珠のネックレス

愛犬じっとうづくまりいる

遠嶺は白く雪を冠りて
鎮魂の祈り捧げる遭難碑

やや寒の屋台にひとり酒を酌み
佳

ナゥしくしくと腰の痛みの続きつつ

石蹴とばして帰る碁敵

ふととぎれたる黄鵲の声
と

宇田零雨
東浦佳子
仁杉とよ

終電も過ぎこおろぎの鳴く
と

幼らに賢治間かせる集会所

染みとなりたる長雨の漏り

灯を消ししビルの谷間の十三夜

そっと顔出す軒の蓑虫

児玉俊子
と

徳

う

︵於・草茎社︶

永
見

え

枯蔓を引けば青空ずり落ちい
疎林ごし湖光りいる径たどり

田坂八重子

母を伴い洛北の旅

古田悦子

ほのぼのと開き初めたる宮の花

平成七年十二月首

受験の絵馬にたわむれる蝶

平成八年三月尾

−16ラー

故里の人みんなやさしく
木犀の香りほのかに月今宵
ゥ宿坊の廊長くして冷やかに

寄り添う肩に舞える風花

アベックは柴漬の店ひやかして

と

佳

綿飴のごと麗らかな雲
佳

稲垣治子
堀内一子

震災跡に建ちし保育所

きらきらと聖樹光りて夢の如

中天に切絵のような昼の月

悦

と

どこかで栗を焼く香漂う
秋祭近く町内おちつかず
木遣の稽古夜ごと流れて

佳

亀の鳴くなる庭前の池

咲き満てる花に篝火あかあかと

加
藤

一え俊佳子治治代俊佳悦ハ佳佳治ハ悦

八東京．くさくきＩその四Ｖ

歌仙﹁河豚食うて﹄

河豚食うて余生を思ういとまなし

宇田零雨捌
宇田零

磯直

ナォ春雨のなかなか止まぬ昨日今日

無珈をかこつ寺の留守番

広縁でぱちぱちと剪る足の爪
じっと見ているデブの黒猫
彼の地なる大統領のテレビ像

背景にある凍てし湖

熱燗はくく盃にややつらく

宴会はみな流れ解散

みちのくにあればあれこれ想うこと

師を亡くしたる深きかなしみ
月冥く白萩ほろとまたほろと

苑にしっかととどむ草茎

ナゥはるかなる山粧いて粧いて
コーヒー愛し教授老いたる

論文の校正稿はそのままに

青き空よりこぽる唯り

花万朶匂い満ちたる零雨句碑

お日暖かくここは極楽

秤唖叱蓉十迄朋諦︵文音︶

︵零雨先生ご逝去によりナオ三より直道独吟︶
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時おり過ぐる凧の音

庭石の一つ一つが泣くごとく
由緒を記す文字のかすれて
杣道をたどりたどりて関の跡

かざして仰ぐ淡き夏月

ワ癒え遠き身を嘆かいて竹落葉
フィアンセの顔胸のロケット
おもかげの常にほほえむうれしさよ

古きビデオをくり返し観て
紅葉のまことに美しき旧山河

昔のままに渡りゆく烏

望の月海原遠く照らすらん
旅窓に侍ればほのと汐の香

震災の思い出話きりがなく
スーパーで買う非常用品
別荘は人手すぐなく花未だ

垣繕いの遅々と進まず

道雨道雨道雨道雨道雨道雨道雨道雨道雨

道雨道

零雨先生追悼

八東京・くさくきｌその五Ｖ

歌仙﹃安達太良﹄

山の湯明く照らす月光ゲ

安達太良の秋立つ風を召されませ

故里は佳き古りし濡縁

ひそやかに花柊はこぼれつぎ

ナォ就職の決まり朝寝もあと幾日宇田泰

ブレンドコーヒー香るテーブル稲垣治子

二人してキャンプファイャーそっと抜け古田悦子

恋もめばえて愛を確かめ樽井靖夫

車椅子押してにこやかボランティア永見徳代

磯直道捌

いつの世も童話の世界美しく仁杉とょ
魔法のごとく出来る御馳走宇田美知子

平成八年八月九日首尾

︵於・岳温泉・あづま館︶

のどかに間こゆ遠き潮騒車田菫徳
草茎院俳禅零雨居士の花宇田都子
はらから集う深き春愁田村登喜子

北の国にて雪降りしてふ鈴木安一
待ちかねし宅配便は母の味鈴木佳子

ナゥ早梅を一つ二つと数えつつ鈴木美佐子

占ってみる旅の吉凶渡辺豊

名月は雲を払いて猩々と宇田逸子

優勝力士笑顔爽やか宇田嵯代

到来の新酒の樽の置かれいて宇田功

夏空に敷く銀河鉄道田坂八重子

磯直道

永雄もりえ

宇田晃
小川廣男
水野治夫
木村筧水
大井壮信

歓声を上げて子供等雁指して

小春日和の続くこの頃

山沢カツ子

小谷伸子
堀内一子

佐野とし子

磯喜代子
渡辺梅子
永雄瑞子
田村昌江
日笠靖子
東浦佳子

稲川久見子

ゥある時の師の面影を眼裏に
そぞろ歩ける句碑までの道
大いなるピルに変りし湯治宿

給水塔で烏かあかあ

団扇に書いた相聞の歌

涼風が単衣の袖をひるがえし
老妻は渋茶畷りてっつがなく

月夜に狸鼓打つらん
凧に乱るるままの枯芒

標の文字判じかねたる

藪鴬の声もととのぃ

咲き初めし池のほとりの花大樹
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八東京・くさくきｌその六Ｖ

歌仙﹃爽やかや﹄
爽やかや山荘めぐる風の道
から松の秀にかかる満月

名香ほのと漂える中

大壺に千草を活けて友を待ち
世俗にはますます遠き古書の虫

かすかに間こゅ金魚売る声
ゥうち集い鬼灯市の賑わいに

磯直道捌

変わり果てたる故里の駅多

ナォ駄菓子屋の昔なっかし金平糖悦

みごもりしこと知らず水泳力

茶髪の娘超ミニの娘とうろちょろし福

夏烏なけば夕日の沈む湖良

心おきなく酌み交す酒シ
年金はささやかなれど旅続け直
小さき野仏多き安曇野福

駒村多賀子
山沢カツ子

倖せは母と二人の十三夜誠
誕生会のケーキ盛られる悦

磯直道
清水福子
小野良子
笠原悦子
柏村誠子

ナゥちらちらと雪の舞いくるクリスマス多

直

良

平成八年八月二十九日首

平成八年八月三十日尾

︵於・軽井沢駒村別荘︶

陽炎ゆるる池の飛石三
花万朶そぴらに高き天守閣多
夢美しくかかる初虹力

毛糸編む手をとめて憩いっ良
銀色の眼を半眼のデブの猫直

秋惜しみつつ街をぶらぶらシ

蔦紅葉からみしようしやな記念館力

渋谷シゲ子
多

直

シ

電話のベルがあちこちで鳴り

福

踏み外したる石の階段
薬害で副学長が逮捕され

古女房の破れし着ぶくれ

テーブルのコーヒーいつかさめゆきて

誠

悦

汐の香高き海見える丘

月冴えて愛のたかまり口づけし

残雪光るアルプスの峰

誠

力

耳元近く蜂の飛び交い

十字架は遙かな故国のぞみおり
手に触れし花の蕾はかたきまま
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八北九州・くさくき北九州支部ｌその一Ｖ

歌仙﹃安達太良﹄

悌追へば匂ふ木犀

安達太良の秋風白し御納骨

磯直道捌

雛ゆらしてひびく海鳴り

米谷志奈英

松田千佐代

小川廣男
山口安子

木部八千代

磯直道

炬燵に入りて読書三昧

はらからの夜を深めつつ月の宴
何処からか猫のっそりとあらわれて

玻璃戸越しなる遠き湖

渡辺常子
池田昭子

ワ大氷柱軒に下がれる旅の宿

白石喜代子

写真の顔に熱き口づけ

浜崎琴代
渡辺俊子

初恋の思ひ出はみな美しく

夕立雲にかげる月影

教え子もいつか茶髪の反抗期

急に聞こえるパトカーの音

佐藤ゑつ子

田尻禮子

濱野テル
三喜玲子

古賀フサ子

階段の昇り降りにも痛む足
ふらここを漕ぐ姉妹幼き

大江加代子

噴水のぴたりと止んでビル静寂

古刹の莞はるか霞みて

新井アイ子

無法松ゆかりの碑にも花吹雪

不倫の果の糖糖の妻廣

ナォ脱サラのお土産物を売る屋台土師満智子

老いの身歎きひとり悲しみ南マッミ

寝乱れを合わせ鏡で直しつつ安

枯芙蓉日輪淡くふりかかり志
冬ごもりして酌みかはす酒常

党の公約横ならびして喜

烏籠の鶏鵡ときをり﹁コン 一チハ﹂昭

おざなりの握手やたら繰返し琴
大いに語る青春の夢広渡雪路

燈火親しく虫の合唱テ

煙々と心を輝らす望の月千

ナゥ古里へつづく小径に萩ゆるる玲
懐石料理母とたのしみ有野久美子

水温みたる山裾の川ゑ

床の間の蒻翠の香炉寂ぴ深く禮

鐘の朧に渡り来るなり直

咲き盛る花を静かに濡らす雨加

︵於・小倉北区ホテルニュータガワ︶

平成八年十月十一日首尾

−169−

八北九州・くさくき北九州支部その二Ｖ

歌仙﹃正月や﹄
正月や松あたたかき五六本
塀越しにきく追羽子の音

磯直道捌

ナォ漸くに願い叶いて家族旅
餓鬼大将は食べてばっかり

久のデートに心浮き浮き

ぱくぱくと口開けて待つ池の鯉

狐狸の椎の並べる

お揃いのスキーウエァを身にまとい

宇田零雨

遙に見ゆる故郷の山

有野久美子

白石喜代子

頬白の餌を乳鉢で磨り

月よさにふと口ずさむ童唄

天草四郎像はうそ寒

普賢岳昏め昏めて兆す雨

命の車さ思う一刻

ながびきし薬害訴訟解決し

古酒提げて友訪ねくる十三夜

木部八千代

浜崎琴代

松田千佐代

磯直道

皿よりこぽる茄でし枝豆

塞マ

噂り高く暮れなずむ丘

ゆくりなく磑上り来て花浄土

秤鰄畦癖十に朋十珂叩露︵文音︶
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小流れにときたま光る魚のいて

ゥ秋たけて術後のギプスままならず

努力の跡の書道展なる

ナゥお日さまの匂いほこほこ窓をさし
直

友石照子

子育てを終えし老後に夢溢れ

心しずかに写経三昧

千

何はともあれ人生の共白髪

広縁で猫したたかに爪をとぎ

恋の執念恐ろしきこと

久

月上げて植田の水の光りたる

昭小

直
千
壹宮

誘い合わせて詣る彼岸会

夏芝居はね軽き足どり

八

一皇ロ

平家の青の棲まう一村

開発のプラン着々すすめられ

地を出てしばし驚きし虫

神殿の千本桜紅をなし

そっと流るる春愁の雲

照八琴久喜千直照八琴久喜直千照八琴久

歌仙﹃夏立ちい﹄

八松山・くさくき松山支部ｌその一Ｖ

ナォようようと黄蝶白蝶舞ひ遊び

イベントのエアロビックス混み合ひて

緑蔭深くかげす旧道
山田久

井上弥

永井政

寺岡情

ヘチマの棚は傾きしまま
こまごまと遺言残す月の宿

町内のゲートボールに打ち興じ

廃鉱の三池炭鉱荒れはてて
肩書取れば唯の小父さん

守宮無気味に壁にはりつく

むし暑き密航船の舟地獄

馴れ染めの日の熱き思ひ出

売り土地とある太き看板
愚痴も又愛情と云ふ老夫婦
武知千代捌

カットグラスに受くる名水

武知千

遠っ峰を離るる月に濡れつつも

前原四

旅愁に重き足を引きずる

更けゆく程にすがれゆく虫
落柿舎の去来の墓の小ささに

新公園は子等の楽園

吹くほどにリズム整ふハーモニカ

孔雀のどかに向き変へる頃

燗漫の花又花の匂ひ立ち

平成九年五月五日首尾

︵於・武知宅︶
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風に乗る口笛軽く夏立ちぬ

焼栗の香にしばし佇ずむ
ワ角伐られ間抜けた様な神の鹿

傷心癒やし岬るやけ酒
その人の悌を追ひ五十年

今をときめくバイオ技術者
新聞の一面記事を待ちあぐね

雪の北極制す河野氏

月寒く寄せ来る雲の大師像

治れ治れとさする足腰

無雑作に後家鞘の太刀転がせる

甘さ程よきぜんざいの味
同郷のなまりなっかし花見船

春の叙勲を祝ふ盃

弥四政情千政弥久四情政四月栄生子雨代

政弥久千情久弥千四情四久弥政千四久情

八松山・くさくき松山支部ｌその二Ｖ

歌仙﹃春星﹄
寺岡情雨捌

武知千

寺岡情

狭庭にしるく匂ふ白梅

春星の吐息に触れて命燃ゆ
井上弥

新幹線で帰る故郷

ナォ人麿忌修す歌会に招かれし

方言を交えし話懐かしぐ

焼棒杭にまたも火が点き

噂などへっちゃらですと大胆に

熱燗岬り通ふ博打場

親と子のそれぞれ嵌る狸罠

政財界は俺にや解らむ

一言も逆らはいま︑多数決

医療費値上げそぐろ身に入む

︵於・武知宅︶

T弓旬

放牧の山羊の鳴声のどかにて

前原四一

鰡跳ねて良夜の海を乱すなり
倭武多嚇しの笛が聞こえる

ナゥメカ狂のビデオカメラを得意げに

明日は青葉の函館の街
涼しさに百万弗の夜の景

臥薪嘗胆雌伏三年

平成の世を誇るがに花満ちて

夢ほのぼのと匂ふ初虹

平成九年四月五日首尾
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縁に腰掛煙草一服

老いも若きも祝ふ豊作

訪ね来し友と愛であふ今日の月

地酒の酔ひの残る足もと

ゥ踊りの輪はねて鎮もる神の森

消す術もなき初恋の傷

それからの事はああなりこうなりて

今もてもてのバイオ技術者

人質を偲べば寒きリマの街

学舎の上に涼しき月蒼く

和金琉金泳ぐ水槽

窯変に胸のときめき納まらず
うから呼び寄せ久方の茶事

風が光れば軋む鍬遷

伊予節の十六夜桜花散りて

四情弥四弥四情弥四千四千月弥情生代雨

弥四情弥情四弥情弥四情弥情弥四弥四情

八東京◇くのいち連句会その一Ｖ

歌仙﹃宵の春﹄
ォ駅ふたつ歩いて訪いぬ宵の春

提げてるみやげ国の山鳥
満開のりんごの花におくられて
ぱぱ

あと一年で医師免許とる
久々に祖母と見あげる今日の月

暉峻桐雨捌

暉峻桐雨
伊藤紫苑
烏沢霞
内山司花
仙波鶴女
矢島眸
吉田吉女

ナォ紫の富士くっきりと夏近し司
消しては描く今朝のお絵かき鶴
実習の娘はあとを継ぐ気なく眸
はやみごもりて探すアパート吉

夕顔棚に似合うステテコ紫

死が分っまでと誓いし日ははるか桐

通り雨蛙のそりとあらわれて霞

新宿地ひ下
にまた段ボール司
とひと

テレビみて他人は他人だと笑ってる鶴

秋の祭の笛と当のわず桐

群れをはなれて湯あみする猿眸
後の月寝静まってる村照らす吉

ちっとも効かぬやせる石鹸霞

繪さかなににごり酒くむ

紫

減量で負けたとボクサー悔しがり司
司

鶴

平成八年四月五日首尾

︵於・四谷内山宅︶

この山もあの山もいま花盛り眸
春の行方をだれもたずねず吉

力いっぱい磨く硝子戸鶴

ナゥ食べくらべならひけとらぬ吊し柿紫

ウニ科展の打ち上げ式に踊りだし
スペースシャトルまたも安着
なんとなく別れ話は立ち消えて

霞

桐

なれた手つきでベッドインする

眸

いずみ

遠洋の漁船つぎつぎ接岸し
にぎわいもどる飲屋横丁
三の酉仕舞った空に月高く

士ロ

桐

出水にはもう鶴来たという
女房もこのごろ俳句よみはじめ

紫
霞

紫

ほかほか弁ですます昼食
禅僧も修行なまける花十日

家内総出で磯遊びする

−173

八東京・くのいち連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃祭鰐﹂
床の涼みに呼んだ新内

ォ祭鰐めずらしき顔そろいけり
にわか雨いつのまにやら通りすぎ
はよう帰れとチャイム鳴りだす

宿のロビーに秋の色草

明月があの窓この窓のぞいてる

暉峻桐雨捌

ジョギングで昔の彼にめぐり逢い
気になりだした妻のマニキュア

司

眸

霞

鶴

仙波鵺女
暉峻桐雨
烏沢霞
吉田吉女
矢島眸
内山司花
伊藤紫苑

戦で焼けた東京の街

紫

犬があと追う登校の列

ゥ虫籠は父の手作りくつわ虫

寒月が露座の石仏照らしてる

鶴

士ロ

桐

そうめん干して暮す一族

桐

いつまでもあの日のことを思い出し

隣の爺がうちで寝ていた

物忘れあんたどうだと笑い合い

士ロ

霞

佃の橋にか︑る初虹

花見酒見知らぬ莫睦に迷いこみ

ナォ名物の深川飯をおかわりし眸
すこしおさまる今朝の腹立ち司
そもそもは娘をすてた身の報い紫
みごもりしことを告げる片蔭鵺
蛍の夜君はがたノ︑ふるえてた桐
オンザロックが水割りになり霞
延長戦テレビの前でかたずのみ吉

雨雲さって満天の星眸

木戸銭は野菜の山のどさ回り司
近ごろ減ったおひねりの数紫
竹藪にさらノ︑うごく月の影鶴

柿泥棒を見のがしてやる桐

ナゥ天高く鳴がリレーで一等賞霞

たそがれてゆく秩父連山吉

虫眼鏡たよりに字引ひいている眸
のたて

あすの野点に仕込む田楽司

下車駅をつい乗りすごす花疲れ紫

︵於・四谷内山宅︶

朝寝むさぼるくのいちの群鶴

平成八年七月八日首尾
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八東京・雲の会ｖ

十八公﹃青き狐﹄

夜明けに東つる旅立ちの鈴

村野夏生捌

村野夏生
瀬間信子
上原木々

方舟の青き狐の神なりき
キイボード締切りの指駆けぬけて
市川浩司

記憶のなかの緑の螺旋

子

木

生

子

司

全

子

木

全

子

抜け駆けをする公達の裾
父酔ひて旧制高校浪漫主義
眩しきは白きシーツの半夏生

地下水道で眠れ子供ら

天頂より降りくる月の誘惑者
アリアかそけく消える漸寒
ゥ昼過ぎのもの思ふごと葉鶏頭
伊根の舟屋のカラッポの夢
テーブルに乾漆の小箱細い指
コキュとしるす黒革の手帳

新聞少年朝焼の中

執筆

子

生

司

代々木上原路地猫の恋

再生紙ヒコーキを甲子園で飛ばす

何処より花苑に行けと叫ぶ声

平成八年十二月九日首尾

︵於・東京渋谷・種月庵︶

17う

八松山・興聖寺連句会その一Ｖ

歌仙﹃昭和連句﹄
松永静雨捌

永井政

松永静

長戸弥

昭和連句草創の碑ぞ風薫れ
コース決めジョギングするが日課にて

笛を返す峡の郭公
戒能多

リポーターでもほんの馳けだし高木潤

ナォ永き日の開店なれば賑やかに岡本眸

目高の泳ぐ古里の川紀伊郁子

ときおりのお国説りもご愛矯森教子

これが最後とめくるめく恋静

香水の予約はフリーダイャルで潤

明けぬれば暮るると知れどやるせなく教

窓辺に寄れば揺るるコスモス教

遠く近くにひびく鐘の音眸
百号の名画も並ぶ美術館郁

低き金利の続くうそ寒眸

月更けて眠れぬ夜々をもてあまし潤

暖濾囲んで海老のグラタン郁

ナゥこの末はやがて根雪となるならむ静

夢を托して回す地球儀教

あれこれと同窓会のプラン立て眸

︵於・松山市長戸亭︶

天にとどけと漕げるぶらんこ潤

散る花にかかわりもなき子等の声郁

平成八年五月一日首
平成八年五月四日尾
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上達願ふ囲碁の定席

庭園にうから集めて月の宴

籠いつぱいに梨狩の梨

ワ赤い羽根別婿さんが付けてくれ

夢の中までストーカー来る
妬け性の亭主は巳年生れにて

救出なるかリマの人質

﹁動燃﹂の事故報告は嘘ばかり

きつね狸の増へしこのごろ

雲間洩る月に思案の懐手

荒れにぞ荒れし過疎の産土神

検診で高血圧とおどかされ
ベテランなりと言へるペテン師

友好の記念の花も咲き盛り

白酒酌みつ京の餅菓子

Q

静香多政静多香政静政多香政静喜香子雨

岡本眸捌
岡本眸
松永静雨
戒能多喜
木村仁美
長戸弥香
高木潤
永井政子

つひにはまりし庭の草引き

あるかなしかの風が頬うつ

歳時記を繰りつつ夢は加賀の千代

教

誌炉一壱

泰

ナォ巣燕を指さす孫の高き声

ぞっこんのタイプの彼に誘はれて

産地それぞれ地ビールの味

身も痩せるらむ札幌の宿
天然の土用鰻が届けられ

宴会が修羅場となるもご時世で

チビＴシャツもばばシャシも着る

﹁普賢﹂﹁文珠﹂は釈迦も迷惑
若者のサーフボードは赤・青・黄

窓辺に飾る大輪の菊

懸賞を当ててうれしや今日の月

静

平成八年十二月十五日尾

森

ハ松山・興聖寺連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃再検査﹄
再検査受ける日決めし薄暑かな

青葉若葉の揺るる城山

バイキング料理それぞれ取り分けて

Ｂ・Ｇ．Ｍの軽く流るる
ゆるやかに弓張月にかかる雲

筆を止めれば匂ふ新薬

香

そこはかとなくっのる春愁

ダム沿ひの花のトンネル咲き盛り

古き時計の音はボンボン

家庭教師に何を習ふや

眸

ナゥ夜なべする母の面影しのびつつ

ちんちんもお預けもするうちの犬

仁

潤

自・社連合のゅくへ混沌

政

多

寒月をつれて鳥居をくぐり抜け

多

ワ蝮飛ぶ道はるかなる父祖の墓
﹁失楽園﹂は主婦のあこがれ

久しき友と出逢ふおでん屋

潤

大胆にまたも合図のクラクション

不景気もリストラなども何のその

政

平成八年六月二十日首

笑ふ門には福が舞ひ込む

︵於・松山市

湯の町の花雪洞のはなやかに

静

ぬ

坊っちゃん団子買へば暖くとき
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福
井

潤教眸潤教泰教潤眸泰教潤子潤潤眸子香

八郡山・郡山連句会ｖ

歌仙﹃新藁﹄
静かな里に細い昼月

新藁の日和よるしき生家かな
チョーク掌に古典教師の爽やかに

佐藤淳捌

ナォ烏雲に大型農機展示会

盛り上がり無きこの頃の民

便り絶へマンション住まい息子なり

彼女好みのネクタイの彩
道行きの成田空港初時雨

二人っきりのクリスマスイブ

このところ話題となりし夫婦別姓

庚申塚にワンカップ添へ
都

台風も無く穫り了へし梨

百貨店なる街のくすりや
白く澄み宝の如き十三夜

振り向きし足病む人の車椅子

勝

佐藤淳
大原紗都
佐藤敏勝
佐藤春

振り子の音の速き歳晩

春
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淳

言葉を聞けば同郷の人

交はす挨拶コンビニの客
宅配の届く蜜柑の嬉しくて
ゥ街路樹に居酒屋の旗立ち並び

公民館の講師頼まれ

ナゥ年金を受け取り帰るそぞろ寒

秤鰄秘舜↓朋仁計朋露︵文音︶

花の色零れる程に情を秘め
ひらり燕の鳴き音短かし

平穏続く団地住宅

夕食は﹁レンジの中﹂とメモにあり
勝

淳

良き縁談と親も承諾

春

都

黄門様は平成に亡き

熱心な作業の彼が頼母しく
何事ぞ高級官僚スキャンダル

一桿

都

暑き気を沈めて清き夏の月

石の鳥居に蛍消へ行く

勝

勝

一得

工場の拠点アジヤに移転され

春

児等の歓声春光の中

何か不安な続く円安

花吹雪縄文遺跡都会にも

勝春淳勝春淳勝春淳勝春淳勝春淳勝春淳

八豊田・ころも連句会ｌその一Ｖ

脇起歌仙﹃秋思﹄

あたため酒にさしこみし月

みの虫の音を聞きにこよくさの庵

矢崎藍捌
翁

今回だけとまたも仕送り美

ナォ暮れかぬる眼つむりてゐる盲導犬節

パチンコが本業となり夏果てて風

深夜特急インド横断み
川流る死は背後からやってくる聖
愛欲といふ熱き混沌藍

矢崎藍
浅香宏子
八木聖子

優しい顔で福祉食ひもの聖

移り香のいつかな消えず罪深く節
夫婦揃って鰈釣るなり
風

秋思ふと抽象の絵のさかさまに
ニックネームはスペードのＫ
黒木美代子

しゆうし

スキューバのインストラクターライセンス

稲田千寿

平成八年十二月十八日尾

︵於・需詔霊報齢澤室︶

平成八年十一月二十一日首

不良の猫を捜す春宵聖

きよう開くオペラハウスに花閾けて風

誰の手離れ上がる風船み

いっせいに歩き出してる交差点美

ナゥ椋烏の声に昭和は遠くのみ聖
子よりの文をくり返し読む節

もも

棉吹く畑の白きふるさと藍

支へ合ふ人といふ文字書き初めに節

夏帽子振り去りし坂道

マンションに月見飾りの影の濃さみ
藍

即王

笑くぼにキッスかすめ失速

ゥ少年の義憤ちりちり風のなか

聖

寿

藍

消費税いづれは上がる冬の月

藍

都に棲まふ烏啼き合ふ

恋どころ四つにたたみぼけっとに

ごめん白菜ちょっと煮すぎた

美

原みね子
高橋良風
長坂節子

熟年の出家の決意翻し
論文なくて工学博士

雨もよひなる香具山の旅

藍

聖

っの振りて枝の先なる蝸牛

染め卵する母のキッチン

花降れば昔語りのきりもなく
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八豊田・ころも連句会ｌその二Ｖ

二十韻﹃大鎌の﹄
月山壹捌

由川慶子
柿本時代
星野伸子
加藤治子
阿部信子
八木聖子
高橋良風

大鎌の古き絵馬あり初詣

森佳子

人骨標本踊りだす春

ウダンプ来て林消えたり朧月

咲きこぼれたる路地のたんぽぽ

わが子の無事を祈る新年
久々に文机縁に持ち出して

炎となりしことも思い出

約束は破れるものとチャイム鳴り

繁原敏子

汗をかく人恥もかく人

月山圭宣

髭づらの考現学者がるうぺつけ

ナォけえぶるに乘り遅れたる夏帽子谷本守枝
木曽なまり間くうっらうっらと稲田千壽

義仲は記憶の淵をたどりつつ野口知里

旅の臥所に君の残り香時

月見酒舞い上ったり萎れたり伸

好い母ぶって障子貼り替え川瀬すみ子
︾﹂づ︵一

ナゥ比は秋つばぜりあいの語源問う壹

︵於・窪詔麺朝露鐸室︶

深傷を負って帰える雄猫すみ
花開く赤き樹液をふりしぼり時
これはこれはと草餅の味執筆

平成八年一月十六日首尾
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八豊田・ころも連句会その三Ｖ

脇起半歌仙﹃杜若﹄
杜若にたりやにたり水の影

梅雨の晴間に渡る八橋
板敷に背広姿で正座して
墨ぐるぐると我が子命名

伝言板に小さく君の名

音盤を出るユモレスク月の宵
パエリアの鍋きのこたっぶり
ワ空は秋奈良の古塔を巡り行く

柿本時代捌

松尾芭蕉
谷本守枝
月山一軍

柿本時代
繁原敏女
稲田千寿
圭豆

枝

枝

女

二塁

きしきしと鳴る骨のレプリカ

寿

愛の巣はレールバス下車徒歩五分

柱に筒りてひとり熱燗

代

政治家の本音明かさぬ面の皮

女
寿

へそくりためる百歳の婆

枝

月冴えるろうそく番に残されて

葱坊主立つ海沿いの家

寿

圭一呈

モナリザのものいいたげな薄笑い

うっらとろりと春の夢みる

道々の花見て花の山に着き

平成八年七月十六日首尾

︵於・謹詔霊魂薄雲室︶
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八豊田・ころも連句会ｌその四Ｖ

おしゃべり連句Ｍ

脇起﹃パソコン灯す﹂

秋深き隣は何をする人ぞ
パソコン灯す窓の遅月
翁

八木聖子捌

八木聖子
柿本時代
稲垣渥子
福井直子
岡本道子
森百合子

リビングをまあるく掃いて出かけましょ

みそ汁かけの猫のどんぶり

浜酒場最後の客を見送りて

同窓の寄るふるさとの夏
新調の紺の背広に風孕み

代

百

渥

代

道

渥

聖

罪がないのは初恋だから
追ってゆく片道切符ポケットに

果ての岬に冬鴎とぶ

突然の二十歳の計報声もなく
気乗りのしない片づけを終え
ロケットの轟音高く花の基地

深呼吸してそれぞれの春

Ｈ八年毎日新聞での連句連載をきっかけに試作した新型

注﹁おしゃべり連句皿﹂

合に楽しんでいる︒いきいきした現代語の連句を追求する︒

式︒以後例会での初心者入門︑学生連句︑また短時間の会

︵矢崎藍︶

︵於・︾︾詔麺軸織澤室︶

平成八年九月二十四日首尾
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中藤

住中片中物森山
田

林原

よ
葉
あり
英洋志晴志志
し
く
亮
津津
葉子志洋晴志月香やを英
子子帆子子香
田島寄島江

ハ相模原・さがみ連句会ｖ

山元志津香捌

津

歌仙﹃色烏や﹄
色烏や暮らし飾らぬ裏街道
軒びっしりと乾く枯露柿
満月に鍵穴透かし開けもして
テレビアニメに飽きぬ兄弟

選挙カー実行ノ︑連呼せり
はらと冷たき紅の山茶花

揃いの木彫りペンダント買う

ゥ湖の底で今年の熊祭
お局様のいびき伺い

どうしても秘書のあの娘が気がかりで

薄絹の衣桁の裾をゆらす風
路地曲るらし金魚売る声

大正漢方胄腸薬手に

瓜操みに奴にビール月を賞で
リストラの噂に怯ゆ棒グラフ
鬼さんこちら手のなる方へ
いまロケーション了えて長閑けし

花の宙樹齢千年透きとおる

ナォ領事館春の名画に掛け変えて洋

風見鶏からんからんと夕なぎにあ

ゞギルドのボスと為替の話志

とんでもないあの青年と決めてます英

銀婚式は豪華客船り

雪の女郎に化けて契れる葉
赤い糸結んできたり枯真菰香

親の代から山小屋の主よ

ファーブルの全十巻の書架を占め晴

ＩＱよりもＥＱ大事志

月白の片肌ぬぎし弁財天英
葡萄もみじのつづく甲州洋

ナゥ膝よごす信玄餅に秋深む英
首都招致への話題ふつふつ志

すり寄るもすいとかわされマルチーズ洋

ピアニッシモの第二楽章香

裸婦像のほの明りして花の雨洋

平成八年十月十七日首

川は流れる春は流れる晴

︵於・相模原市大沼公民館︶

平成八年十二月二十日尾
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元

中

村

八松山・佐久良連句会ｌその一Ｖ
つつ

歌仙﹃郷燭﹄
耐︺

客影もなき席の青簾

ォ風抜ける峠の尾根の蹴燭かな

鈴木春山洞捌
鈴木春山洞

林半星
倉本淑
大本まこと

使ひの子﹁毛虫がゐるよ﹂道避けて

親に甘えて話すあれこれ

井門可奈女

はるこ

便り途絶えて幾年月か淑

ナォ遙々と春椎茸の荷なる送られて洞
みせ

店改築に漕ぎ着けてゐる奈

一人欠け二人欠けゆく戦友会ま

眼下広がる円形の虹洞

夏雲を目がけ飛行機飛び立てり星

通勤電車いつも五輌目ま

傾けて相合ひ傘に誘ひたく淑

ま

フランス名の農薬を散布く星

雛くちゃのラブレター肌離さずに奈

秋の扇を忘る老刀自

月揚ぐる崖に砕くる濤の音洞
古酒にしたしむ旅先の宿淑

お

負んぶして月を取ってとねだる孫

星

洞

さが

ゥ初紅葉杖杉庵と申さるる
靴音の性あのひと来たる

︵於・愛媛県立生活文化センター︶

平成八年九月三日尾

平成八年五月二十八日首

野毎白う路に乱るるま

唄に連れ花に浮かるる小袖どち洞

わざうた

西から聞こえ昇る童謡淑

物語猿蟹合戦加勢臼星

へっつい

竈据うる庫裡の土間なり奈

ナゥちちろ虫いつもの場所で今日も啼くま
奉示

ま

淑

贈り物選び迷へる恋心

しつつつ

現に抱かれ運ばるる夢

洞

星

淑

そのままに暴走族の群に入る
すめちやばつ
登校をする娘む茶
髪よ

星

淑

洞

奉示

ま

冬月を指せる起重機止まりゐる
あ
寒かん鴉
の鳴ける電線の上

サーカスもやっと終わりし町外れ

スーパーの女映画の種に
無骨なる男褒めゐる花万朶
小川さらさら目高の学校
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八松山・佐久良連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃野菊﹄
鈴木春山洞捌

ヘヒメタの入ぞろぞろと練る星

ナォ酒肴供へる春の卯の祭奈

ところ変れば品も変りてま

アムロめくおへちやのヌードコピーなり洞

西瓜のおばけ作る母と子奈

幼児が画いた団扇の絵をほめる淑

鈴木春山洞

思ひきり原チャリふかし会ひに行く星

後朝の別れの朝の早く来てま
離合車を待つ田舎の特急淑

こなから
二人そろいし
二合半を酌み洞

げん

ォ青春の日の思ひ出の野菊かな
大本まこと

林半星

井門加奈女

倉本淑

月をかなでるオカリナの曲
らつぱ

ランドセルゆすりかける子朝寒に

豆腐売り来る刷叺ひびけり
ひきがえる

﹁機織りなんかならいましょうか﹂星

大合唱日本シリーズのぞく月奈

湯水の時を忘れて水を引く

ま

洞

ま

︵於・愛媛県立生活文化センター︶

平成八年十月二十二日首
平成八年十月二十二日尾

歩き遍路に南風吹く洞

ふうたく

風鐸を鳴らし花片旗はすなり星

お茶一服の後味の良く奈

とき
前菜は黄瀬戸の皿に
季節のもの淑

よる年波を数へ鬘礫ま

ナゥこのごろは涙もろ広か島
忌なり洞
くしゃく

のそりのそりと蟇出て

星

奈

淑

ま

洞

星

奉不

淑

ゥ投票の率は戦後も最低と
紅ひきなをし二次会に行く

送られつ送り返しつ恋始め
すぺ

ずりずりズボン膳出しルック
こと全て金の切れ目が縁切れ目

小さな平和望む若者

月さゆる句座の帰りの影法師
風邪熱のまま早寝きめこみ
ほうへん
褒艇の世界を捨てて一人生き

洞
ま

頭丸める役の石坂

淑

右左風に流るる花筏

気球彩々野越え山越え
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八鎌倉・里の会﹀

半歌仙﹃梅盛り﹄
菅谷有里捌

瓜坊ひょこりおどけ顔出す

トンネル抜けて急ぐ学童
月皓々一湾の波寄せ返し

雨上る谷戸に噺り聞こえ来て

床は雅ぴに有職の雛

山本孔

菅谷有

寺田悦

松本朝

菅井て

林宙心

ゥ赤い羽根胸に庭掃く若き祢宣

田仲真

吉田多

信子邸連句の講座梅盛り

はじらひ含み会釈交々

内田光

平成九年三月一日首尾

︵於・吉屋信子記念館︶
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新家敦

君在らぬ机ばかりが気になりて

転勤決まりデート棚上げ
上意下達言葉のいらぬ官社会
ジョッキ片手にナイタ観戦
オリンポス史蹟の保存月涼し
オペラの稽古のど競ひ合ひ
自販機の孫とファミコン興に乗り

蝸糾ほぐる蚤を橋の上から

歌枕たどれば古都は花万朶

糸遊もゆる三重の塔

輝里孔悦朝敦い津子喜輝子里子子子い津

八多摩・鹿の会ｌその一Ｖ

歌仙﹃鉾形に﹄

ナォ発掘の棺に蝶のまつわりて
黄泉の国まで妻を追い行く

黄川田美千穂

金子九星
高橋敏子

安江真砂女

あっけらかんとお手々つないで

猪平十糸子

酒瓶の倒れ伏したる朝まだき

溌を休めて海鳴りを聞く

ナサは爽やか頭脳集団
ナゥ秋祭り櫓太鼓の若衆等

いつしか春の酌となり

平成八年一月吉日起首
同年九月吉日満尾

須田幸子
松村多美
矢野禅巌
神崎裕子
高畑自遊
若松照代
折原麻美
西山真樹
高橋百合
山本貞子
小林梁
畑村春子

坂田はま子

伊藤稜志

石田一尿

相好を崩して僧が菰かぶり

すっとんきょうな唄の聞こえる

木枯に田舎巡りの芝居小屋
宮下太郎
藤井治

整骨医院休診の札

付け廻し

小林しげと

老いらくの愛の芽生えし待合所

寒夕焼けの嶺々に映ゆ

吐く息白く朝の散歩路
赤松よう子

佐々木展子

肩すがり人下りてくる急坂に

窓より見ゆる故郷の山

鉾形に突き出す栃の冬芽かな

茶柱のたてる湯呑みを掌に

携帯電話虫が鳴き止む

宮内恭子

月の光ゲ人の喜憂にかかわらず

地震の跡閏満月照らすなり

ゥ先輩の計報次々やや寒く
役者のような細面のひと

佐久間淑子

戸田貝江

お隣へ越して来たのが御縁とも
教えてほしい恋のマニュアル

川口摩知子

渡辺博
山本房子
加藤望子
芳田龍子

ひとり暮しの面白きかな

﹁細道﹂を友に気ままな花の旅

小商するせせらぎの店

気紛れに濡れて別れた通り雨

大石勝五
遠藤翠
山田章子

概してョタカ啼く夜の月繊し

夏館より覗く剥製

設計はかの有名な建築家

有明海に大潮の刻

ガイドの声の急に早まる
すぐと立つ天草四郎花吹雪
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八多摩・鹿の会その二Ｖ

歌仙﹃時雨るるや﹂

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

黄川田美千穂

梁

摩

真

宮下太郎

川口摩知子

墨象のいろはの飛沫跳ねあげて
髪かきあげるコマーシャルなり

月の出は桂大樹の間より
震香の鹿か雌を呼ぶ声

呉須の青きに残る口紅

ゥ窯出しを夫婦で競う新走り

真

摩

梁

真

梁

美

真

″

摩

サンダカン壁を崩せしふくらはぎ

美

ゴミ問題に会議終らず

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

名札を胸に母の俳掴

月暑し天使のような面をして

セピア色した春の黄昏

唆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

一竿は太公望の舟ならむ真

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
ゴンドラに乗ってもみたし望の月摩
秋刀魚の煙路地に漂い美

ナゥ木版画安達太良山の山紅葉真

泥棒市で掘出しの品梁

蔵の鍵握る白髪の嫁ならむ摩

ままごとの筵に飛花の埋めつくし美

庭の雀に朝の挨拶太

平成七年十二月十九日起首

遠き神代の春の思い出執筆

︵於・深川芭蕉記念館︿後半文音﹀︶

平成八年三月吉日満尾
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ハ多摩・鹿の会ｌその三Ｖ

歌仙﹃紅白の梅﹄
伊藤稜志捌

今朝もまた鳴く庭の鶯
宮内恭

伊藤稜

宮下太

手土産にほたる烏賊など提げて来て
加藤望

紅白の梅の点描曇天に

噂話に時を忘れる

投票を終われば上る夕の月

ナォ雷気楼男と女見ておりぬ太

野麦峠の空は紺碧恭

リュック一つで気取る駆落ち望
燃えに燃ゆ恋の炎を誰も消せず稜

夏草に古き碑埋もれいる太
財布にそっと蛇の脱け殻稜

念願の豪華マンション手中にし望
癌の初期よと医師ののたまう太

子守歌聞き孫はすやすや稜

谷底へ光を湛え曲る川恭

傘拡げっっ太る毒茸太

狂牛を映すテレビに月さやか望

ナゥうそ寒の厨の隅で盗み酒恭

岬の端に鯨寄せ来る太

食器洗いはボタン押すだけ稜
灯台にぽっと灯の入る夕間暮望

箒持っ手に胡蝶戯れ執筆

六地蔵万朶の花を宝蓋に恭

平成八年二月二十六日起首

︵於・俳句文学館ナオより文音︶

平成八年四月吉日満尾
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トップモードの案山子傾き
ゥ浅間嶺の裾野は広し馬肥ゆる

うない乙女の産毛きらきら

草枕目覚めの床に頬を染め

家に伝わる伊万里大皿

マイコンの窯で素人陶芸家
インターネット遠き国より
湯豆腐の空っぽになる窓に月
揺れる狐火冷え冷えとして
すれ違う神父が鳴らす腰の鍵

三百年の石畳なり
花筏吹かれて沼の漣に
蒔絵の椀に開く蛤

恭稜恭望太恭望稜恭望太稜恭太子子志郎

八多摩・鹿の会ｌその四Ｖ

歌仙﹃竹林に﹄
高畑自遊捌

ナォ高原に教会の鐘牧開き芳田龍子
﹁調教師来て﹂と駅のポスター裕

マスメディアまでつきとおす嘘よ

飲みたきも栓抜きやわでままならず真

遊

ハワイ行むりやり渡す航空券裕
堅い女ありこんな世とても真

ネァカネクラが羅を着て龍

夜盗虫火取虫などぞろぞろと

麦畑吹きっ軽き足どり
安江真砂女

神崎裕子

赤松よう子

サッカー部員広き肩幅

竹林に日の斑さざめき春立ちぬ

婆自慢木の芽和など馳走して

平成八年二月二十七日起首
平成八年三月二十六日満尾

︵於・俳句文学館︶

僅かの空き地のびしたんぽぽ真

白線帽乱舞は昔花の蔭遊

車椅子やさしく親を押す青年龍

鹿脚ひろげ池の水飲むよ
流氷の下天使クリオネ〃

挙手さわやかに若き警官裕
ナゥ萩の寺檀像観音出現し真

彗星の在り処聞き耳月雲間龍

目覚めてみれば独りベッドに遊

独り身を通せしいわれぶちまけてよ
よ

高畑自遊

鵤の鋭声に移動図書来る

真

裕

山裾に残る分校望の月
ウマヌカンは服やや寒く着換えたり

腕組んで行く銀杏並木を

遊

遊

よ

三角屋根の新居小さき

裕

よ

船室の鏡嶌すな乱れ髪

才よりも人柄のよさ長となり
雪積む越後引かれゆく曹女

真

凍港の昇り来る月反射して
じんくいざめの長寿更新

遊

よ

真

裕

コインを投げて右か左か

波のまま帰命頂礼浮いている

裕

大年増淡墨の花滝櫻

羽音高く蜂の飛びくる

190−

ハ多摩・鹿の会ｌその五Ｖ

歌仙﹃厚き雲割る﹄

厚き雲割る春光の窓辺かな

小さき庭をみたす噂
新入生鞄放さず食卓に
エリーゼという犬がじゃれつく

渡辺博捌
伊藤稜志
宮内恭子
山本房子
猪平十糸子

ナォ別れ霜ありて農園大さわぎ稜

狂牛事件すぎてまたもや十

アルタミラ壁画に古代人の美を稜

海の碧さは今も昔も恭

夕立に山の稜線かき消され十

祠の陰に咲けるおおばこ房

稜

願いごと秘めたる墨の薄き文字博

貴女任せにＡ・Ｂ．Ｃと

味噌汁もサラダも旨く作れます恭

朱房で飾る鈴虫の篭恭

渡辺博
稜

ナゥ病床の子規にへちまの間に合わず房

草荘々のウォターフロント恭
月今宵唐津の碗の抹茶にて十
博

恭

ワ大三元聴牌煙草冷やかに
艶な仕草の女将抱き寄せ

房

満月に灯台までの細き径
木犀の香の淡く流るる
ここまでと高を括ればとんだ破目

恭

テンパイ

借傘重く渡る大橋

十
稜
房
恭

十
恭

平成八年三月二十六日首
平成八年四月二十三日尾

︵於・俳句文学館︶

風船売りを追い掛ける子ら執筆

花疲れ人に離れて座せる石稜

歩こう会の今日は総会房

母の齢近づく我も母に似て十

小笹の叢を鳴らしゆく風恭

日日ニュースオウム住専絶え間なし

博

博

屋台の酒ではらす篭憤
雪晴の都電始発に鎌の月
寒行僧とまたも行き交う
白粥に添える一品京の宿
番の蝶のゆるやかに飛ぶ
鯉跳ねて池に崩れし花筏
ナガ

すれすれ乍らやっと卒業
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ハ相模原・慈眼舎ｖ

歌仙﹃散る梅﹂
散る梅の路次巡り来て坐りける

駒事を嘉し蛤の含

赤田玖實子捌

赤田玖實子

保坂武義
蛭海停雲子
臣永宗次郎

蜂の巣に金切声を張り上げて

齢はよれども自由關達

鴨志田智恵子

義

加藤マサ子

大谷繁子

靴紐を結はずに仰ぐ鎌の月

秋の野原の只広々と

ウスーパーがくったら市に早変り

玖

出会ひ頭に古き友人

彩どりも異国情緒のパンタロン

智

義

玖

次

智

マ

″

幸一云

次

やまくの魚信釣りの醍醐味
迷ひ猫涼しき蔭に伸びをしっ

回復剤の新薬を呑む

凍月に涙をこらへ師を偲び

大っもごりに為替決済

神かけて存じませぬと二枚舌

曼茶羅界は佛の軍団

濃き花の漂へるかに門の傍
若布和には甘蜜祖が好き

ナォ春衣裳ちらりとこぼす豊満さ智

搦やかなれど技はプロレス雲

グループで黙って遊ぶタマゴッチ義

タバコの﹁バット﹂甦る今マ

爽やかな笑みを交はして擦違ひ智

浮かびし月に一炊の夢繁
王朝の舞楽のかざし紅葉の枝マ
誰が誰やら孫に曽孫に次

乗降の少なき駅は閉鎖され智

油の汚染免れし岩雲

役割りに不平が多いメロドラマ繁

強い地震に蔦は逃げ次

ナゥほっこりと耕す土は匂立っ義

団扇作りの準備始めんマ

ビハーラは安息の意よ終の家雲

個展案内消息も書く義

はるばると訪れし花寒牡丹智

︵於・上鶴間桃天樹︶

静けさに盈っ大雪の朝玖

平成九年三月十一日首尾
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八松山・子規博物館連句教室ｌその一Ｖ

歌仙﹃熱田津﹄
熱田津はいづくなるらん花曇

松永靜雨別

西本加代子

中野八千代

戒能多喜

松永静雨
宇野信子

校庭に新入生が輪になって
子山羊の首に下げし大鈴

手から離れし赤い風船

アトリエの窓に更けゆく望の月

日

力
多

読書に倦みて今年酒酌む
ゥ椎の実のこぼれ賢治の忌と思ふ

力

動燃の事故の現場は寒々と

彼女を乗せて夢のドライブ

きょうこそは告白しようと待ち構へ

関谷茂子

多

八

信

日

つんつるてんの詰衿の服

のらりくらりと逃げの一手か

信

八

川
ｉ

父が自慢で作る鮎鮨

月影に蚊遣の煙渦を巻き
はじめてのドーム観戦楽しみに

茂

安藤暁子
田中弘扇

ざとるこ

バスを連ねて走る高速

長堤は見ゆる限りに花満ちて

軍神の碑を囲む嚥

ナォ夫と来て土筆摘みにし日は遠く暁

夜ぴいて聞く雪折れの音弘

なんとなろうが老らくの恋静
真実は小説よりも奇なりとか加

時差呆けの儘受話器握れる加

炉を焚いて温めなほしの牡丹鍋静

円安が又円高に急転し暁

夏バテと言ふ医者の診断永井政子

妖しくなりし秘書の周辺加
談合は暑中休暇も名目に弘

ふる里の月が今でも懐かしき信

芒活けたる欠けし大壺八
分別ごみを漁る野良猫多

ナゥやや寒の路地に流るるビートルズ加

渡欧の夢はいまも其まま弘

熟年の井戸端会議果つるなく暁

︵於・子規記念博物館︶

潮の香りを運ぶ春風多

歌碑囲み花咲き誇る丘に佇ち鎌田隆

平成八年十二月二十日首尾
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八松山・子規博物館連句教室ｌその二Ｖ

歌仙﹁走り梅雨﹄

西本加代子

松永静雨

松永静雨捌

仕立おろしの藍色のセル

急を要す議題ありけり走り梅雨

灯点し頃の坂のある街

各々が好きなメニューを選びゐて

中野八千代

戒能多喜
安藤暁子
永井政子

多

宇野信子

童らの歌に合はせて昇る月
篭いつぱいに盛りし甘柿
嫁ぎゆく日を指折りて待つ

静

田中弘扇

ゥ見ぬ母の忌を了へしより肌寒く

返還近き港ホンコン

カルダンのネッカチーフに包む恋

先生でさえ罹る流感

多

政

多

歳末の不況の月は泣く如く

弘

あれほどの﹁たまごつち﹂にも早飽きて

歯に沁み透るそこばくの酒
鎌田隆

八

琴の音色の響く別荘

政

暁

出漁の成果の程を目ナ裏に
古き世の醍醐の花を偲びつつ
春の叙勲もめでたかりける

ナォ天辺に蘆の化したる鳩鳴いて多
ねらい定めて切りしシャッター静

店出しの赤いかのこの﹁割れしのぶ﹂隆

乱れそめにし地獄みる迄加

夏痩のか細き腕をさすりつつ八

賞味時間の過ぎし鯖鮨信
倹約が美徳と言ふは当り前弘
自分に甘く人に厳しき加

禁の字も何度書いたか酒たばこ隆

みんな揃ひし秋の七草弘
月今宵瀬戸物市は境内に八

お願角力に上る歓声静

ナゥさむざむと犬も乗せゆく渡し舟隆

芭蕉忌すんでやっと寛ぐ信

加賀の湯にほじり壷せし膳の垢静

プラス志向で至極円満政

新世紀近づく花の散りやまず八

︵於・道後子規博︶

干潟の貝も長閑なりける信

平成八年十二月二十五日首尾
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八岐阜・獅子門その一Ｖ

歌仙﹃薪積む﹄
薪積む軒の富貴や梅の花
うからやからの賞でる鶯

朱塗の盃で吟醸酒呑む

勝名乗り受けし大凧担がれて

月光が差し込む床の家計訓

椰子の木影で熱き抱擁

二百十日は無事に過ぎゆき
ワおくんちの笠鉾つくる町の衆
あの娘がくれた鉢巻を締め
海岸へ恋のドライブひた走り

太眉のぴくりと動く達磨様

森青蛙卵生みうむ

農小屋に独り泊まれば月涼し

活断層の傷まざと見る

北さしてゆく夜間飛行機
恐龍の足跡掘れよ吠える犬
移し植ゑ庄川ざくら燗漫と
車を停めて春の莫産敷く

恩田静村

唐三彩の馬の鞍壺

ナォ初鮒に縁を深む老舗宿

柴田広志

春日井朱雀

三島志き代

大草原ナビゲーターを買ってでる

威儀を正して述べる口上

チョコレートひとつだけなの出せないわ

風痙く夜は肩を寄せ合ひ

各務支考
梅村五月
國島十雨

宝冠をちょっとかしげて伎芸天

冑肝臓よと虫のすだけり

山も林も窓におさめて

れこふんじゃったピアノ拙なく

唐渡北勢子

酔ひどれが玉兎を連れて千鳥足

財布を出せばポケベルが呼ぶ

ナゥ見つめたる壁の写楽のそぞろ寒

ファションを競ふマネキン並べられ

ゆらり／︑と翔くるぎふ蝶

伊藤︷ロ幸一云

八木紫暁
平光美泉
田中湖城

國島十雨捌

角巻にっぶらな瞳あやと呼ぶ

搦手へゆく隠し抜け穴

小林しげと

小川守
加藤亀女
川辺桂月
内Ⅲ美子
本屋良子
工藤星峰
中尾冑宵
岡島礁雨
松岡裕子
川島支川
高木和子
堀内洋子
堀野恒範
堀江岳情
梅村卓矢
藤墳淑女
尾藤静風

平成八年三月三十一日首尾

︵於・獅子庵︶

大野鵠士

花もよし月またよしと陣を張る
武仲登志春

川島四郎
久世竹水
小瀬秒美
浅野繁子
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八岐阜・獅子門その二Ｖ

松尾芭蕉
國島十雨

歌仙﹃夜の雪﹄
酒のめばいとど寝られぬ夜の雪
紙衾のしわを伸ばす湯たんぽ
唐渡北勢子

國島十雨捌

過ぎし日の旅のあれこれ書きとめて

石田一邑宙心

おいらくと云へどまだまだ紅も引き

付け句募集に呼び出しの恋

ゥへんぴ獅子豊年祭り舞ひ納め

菊人形の襟を合はせる

どかつと座る沓脱ぎの石
山檗のあたり満月昇りそむ

本屋良子
中尾青宵
船渡文子
小川守
堀野恒範
高木和子
田辺桂月

すらりとぬいでベットインする
目隠しの鬼さんこちら手を鳴らし

井口弘子

勢

磯部攝子

宵

園部志げ
高松正水

伊藤一目壼云

越すに越されぬ大井川止め

月涼し金波銀波にゆらぐ船

骨切りよるし生鰐の味

有給休暇残りわづかに

家伝薬いつも大事に持ち歩く

番の蝶がお先ご免と

すいノ︑と電気自転車花の下

声弾ませて選手宣誓弘

ナォのんびりと牧の若駒朝の嗽に堀内洋子

知ってゐるかい暗証番号桂

ファックスでジグソーパズル解答書松岡裕子

派出な蒲団に枕並べる守

寒かろう宿の在どは何処だつけ志

嵯峨野の奥を犬がうろつく攝

渭盛を仏御前にさらわれて成瀬貞子

政府替はれど福祉なかなか冨

万歩計つけ還暦の赤い靴文

鱒の柄杓にこぼす居待月良

鍵の手になり遠き雁金貞
ナゥ衣被つるりとむけて泣き上戸桂
割れたる名器実は贋物水
音のあるなし登る階段守

雨

背ナの灸熱さ隊へて息止める恒

︵於・岐阜公園内華松軒︶

童の手にて稚鮎放流雲

國盗りの千畳敷の花盛り

平成八年十二月一日首尾
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八岐阜・獅子門ｌその三Ｖ

歌仙﹃初時雨﹄
旅人とわが名呼ばれん初時雨

梢の湊を払う足元

徳利に地酒を入れて訪ふならん

伊藤白雲捌

松尾芭蕉
伊藤︷ロ幸一言

田辺桂月
高田久枝
浅野繁子
沢島郁子

ナォことノ︑と鍋いっぱいの諸子煮る清水冑瓢

ルーペを貰ふ喜寿の祝ひに水
回覧誌忘れた頃に届けられ枝

工場跡に建て売りの旗裕

話し合ふ若きカップル息白し正

湯ざめの躰からみあふ影常
仲人が昔の彼で式挙げる喜

橋の補強で絵馬を奉納智

東濃へ首都を誘致のスローガン雲

フェスティバルにて刻が過ぎゆく民

月上げて猩猩うかれ舞を舞ふ桂

ナゥうら寒し三叉神経顔ゆがみ裕
やめてくんない缶のぽい捨て正

迷ひ込んだる散紅葉路勢
曽根須恵子

お土産の横文字知らず買はされる郁

鳶しきっめ準備万端
山檗を離れ僅々望の月
輪中堤にくつわ虫鳴く

木村和喜
福永常子

西脇美智子

ウレールバス真葛の原を見えかくれ
あいこにしよかじやんけんぼん

筆談で幼馴染と確かめて
思ひし人の艶のある頬

堤民女

堀内洋子

繁

平成八年十一月十七日首尾

︵於・大垣円通寺︶

ひらりひらりとふたつ蝶々瓢

咲き盛りこぽる生花もなき日和國島十雨

田楽茶屋に張りし慢幕洋

後朝の枝折戸そっと半開き
黒猫のうかがふ辺り蜥蜴の尾
ボリュームあがる政治革命

桂

涼しき月に廻り道する

からくりの木偶はくるりと変身し

唐渡北勢子

高松正水
松岡裕子

﹁おこしやす﹂てふ耕前だれ

宙ロ

組み替えて流れ急げる花筏

多空高く春の雁行
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八岐阜・獅子門ｌその四Ｖ

短歌行﹃おらが稲架﹄

おらが稲架倒し台風去りにけり

月天心に残し明けゆく
新走り香気を放ち蔵中に

國島十雨加朱

澤田蘆月
本屋良子
伊藤白雲
松岡裕子
田辺桂月
小川守
堀内洋子
高木和子

唐渡北勢子

勢

粋な呼び声印半纒

六本木相合傘のおつれあひ
ぱっと華やぐ刺青の薔薇
噴水の変化おりなす虹の橋

三味線に花の輪伸び縮み

裕

良

ニュースキャスター髭がもの云ふ

ワイベントの宣伝文句募集して

地図を片手に気ままなる旅

カメラ狂ひの草団子買ふ

ナォ春闘の誰かに似たるプラカード

歩きつかれて莨ぷかぷか守
観劇の誘ひ電話に生返事洋
蒻翠の指輪貰ひそこねる和

桂

おそれ入谷の鬼子母神さま良

引出しに隠して置きしラブレター勢

湯豆腐鍋の湯氣の立ちこめ和

臭の玩具を下げて帰る月雲

ナゥレーダーで海路確かむ航海士雲

欠伸うつりし庭の春昼良

俳譜入れし﹁素描集﹂成る勢
城山を仰ぐ庫裡うち花の宴守

︵於・岐阜市妙照寺会館及び芭蕉の間︶

平成八年四月十一日首
平成八年六月十三日尾
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八岐阜・獅子門ｌその五Ｖ

半歌仙﹃松手入﹄

岡島礁

田辺桂月捌

命綱松にからまる松手入

田辺桂

森且得

本屋良

松岡裕

谷本堯麺

堀内洋

︵於・名古屋中小企業センター︶

平成八年九月二十日首尾
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蜻蛉がすいと横切る肩先
月中天終電車らし音たてて
依頼原稿反古ばかり溜め
着ぶれの釦を一つかけ違へ

障子に穴を開ける悪童
ワ絶壁を洗う白波東尋坊
ちょっと待ってとハスキーな声

後より抱けば金髪邪魔になり

桃源郷に夢をはぐくむ

卒寿なる真砂女の単衣月に映え

魚きときとグイと冷酒
諸肌を脱いで寶子丁か半

愛用の杖門口にあり

薬効のほどより出湯に宿りせん

羽をひろげて鷺のはばたく

落慶の稚児の行列花盛り
春はおぼろに遠き山脈

裕桂淳洋淳良洋裕蒻礁良子子子月子子雨

歌仙﹃秋時雨﹂
道捌

貴

道

八大阪市・紫薇の会ｖ

※

初オハズリットの包みむらさき秋時雨

貧と下天とどこか肌寒

月兎いつも左を向いていて

凹面鏡で山をのばそう

郵便物にまじる督促

ニォ奴凧大凧結ぶ梁の煤

釣瓶が汲める水の豊かさ

新世紀天使のひとり降りて来ず

ピローケースに別の移り香

焼き立ての卵をきみがしとやかに

暗号なくぱウイルスがつく

Ｄと書き晴れとは書かぬ日記帳

赫き瓦に触れる凍月

国連旗周恩来の死をつつみ

千転すればほ句美味くなる

おうおうと言えど推したり敲いたり

ニゥ躁諺の道化師のせて電車発ち

となりへ向けて舂泥を蹴る

愛宕の山にともる﹁オン・エア﹂
あるときは野牛のようにのびやかに

轌十乱朋十桂印鑑︵文音︶

雲を霞と消える名案

ペン先に花のひとひら纒いつき
粋

※ハズリットは英国の随筆家
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喧嘩して逃ぐるに似たり九十九折

雪しんしんと沈沈と降る
初ゥ角巻の手が弁柄の格子戸に
いまよみがえる愛の燦めき
からみ合う翅を號珀は閉じこめて

オーガニックな森のコーヒー

年輪も卓の模様になりすまし

後任人事決まらずのまま
信号の赤の長きに汗しとど
セレナードムーンクーラーを停め

五線紙の余白はつづく荒地まで

アプレゲールの鳩よ平和よ

陰膳に花見弁当据えて出る

勇めば転ぶ東踊りの

二澁

上谷

夫道夫道夫道夫道夫道夫道夫道夫道夫

道夫道夫道夫道夫道夫道夫道夫道夫道夫

八東京・紫冥庵連句会ｖ

渡辺玄

吉沢蘭

歌仙﹃玄黄自若﹄

冬の詩人のおとなひのとき

小春日や玄黄自若風の街
井上鶴

伊藤︷且

ナォ凧の糸曵かるるままに繰りいだす

カイロドクター高笑ふ午後

身の溶くるまでの快楽を分かち合ひ

今度はいったい何が欲しいの

おみやげのギトンのＶがちょっと変

喧をする碩学の意地

捨牌に国士無双の罠をかけ

金砂銀砂の水底にあり

ドトールの薄きコーヒー砂糖抜き

思はせぶりにめくるタロット

望月を可汗は望む大版図

帰る燕は銅像の肩

ナゥ団栗を差し出す吾子の息はづむ

跡形もなし富士のサテイアン
鉄鉢にあふるる酒を飲み干せり

仔猫中から覗く魚籠提げ
列島を性善説の花おほふ

︵於・玄鴻庵︶
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吉澤蘭石捌

ミの音の深きチェンバロ奏でゐて

鈴木嘉

日下悟

柳川霊

都踊りにかざす雪洞

川
太
子石乃鴻郎鶯鴻鳴鷲筋鴻筋吉鴦鴦石鳴乃

裕

椎名竹

螺細細工の銘のふちどり
百敷の広縁を射る月の光ゲ
棋櫨の匂ふ庭をそぞろに

雌と雄との違ひ教へし

ソ故郷の祖父より届く落花生
王妃の昼は菓子で済ませる

堪へ難くをんなの果てて後の闇

蒲の穂そよぐぼろろほるほろ
横田茸︿

平成八年十一月十七日首尾

小
倉

渡
辺

気象庁遅れ遅れの地震予知
物の怪の月に弾けよ夏念仏

煙草で作る輪っか不揃ひ

五濁悪世にまたも会ふなり
解析の技で社内をぶつちぎる

湯治の宿のひじき弁当

この花を一期一会の客として

鳴鴉乃鴉鷲筋鴉鴦乃乃鴻柏吉鴉柏鳴鴻石

いぬじま正一捌

↓〕

ぬ

愛笙修正妙

八富山・樹氷連句会ｖ

歌仙﹃秋暑し﹄

市電遠のき残る昼月

家々の影くっきりと秋暑し
虫も売るペットショップに足とめて

ぎこちなく注ぐ返杯の酒

ナォ新入社まず整えしブランド品

数え唄寮の昔を合唱し
夕映えを背に黒々と森

曲り屋に風鈴一つ鳴り煽まず

手縫いの浴衣そっと着せかけ
身を焦がす嫉妬に窓は星明かり

辰巳の方を呪う寅年

大統領の反応速し

クローンの猿羊出る世紀末

城跡の月に干戈の間こゆるぞ

蟷螂高く胸反らしたる

機材数多のテレビ中継

ナゥ借景の鞍馬寺辺り紅葉して

雨の日はレシピ片手に菓子作り

離婚禁止の徒ある国

ベイブリッジにかかる初虹

冑い目の大道芸に花盛る

秤鰄皿轌郵朋二什珪串誇︵文音︶
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飴の細工の技は絶えしや
鮪釣る船は降りずと来る便り
ぱらりと落ちし水着の写真
ゥ減量をまたも失敗る気の弱さ

紅の付きたる煙草消しつつ

朝謂ついて牛がのっそり

灼熱の恋のヒロインフラメンコ

隠れ住むことに疲れし男自首
父は死んだと言うて育てる

蒟蒻が名物の村冬の月

凍て音軋む神渡るらん

烏鳴かず重油まみれの磯暗く
飲まず食わずで受ける検診

大股に歩む宿六土手の花
お面の童しゃぼん玉吹く

紺紺是じ久
野野行ま我

修正妙笙愛修正妙笙愛修正妙子治吉一子

修妙正愛妙修正愛妙修正愛妙修愛正笙妙

何もせぬのがながいきのコツ
ぬるま湯は厭と飛び出す五十妻

八横浜・湘南吟社ｖニォ鶏口か牛後か先は天の命
初懐紙・百韻﹃初茜﹄

土屋実郎捌テレクラティッシュ渡されぬ人

少年倶楽部遠き日のこと

火遊びのぬきさしならぬ蘆溝橋

泰然と富士海上に初茜蛭海停雲子いぢめ鴨いぢめられ鴨池に群れ

鰯づくしの料理つぎノ︑秋山よう子トランペットのソロの爽やか
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御慶をかはすやはこちの中岩永極烏利息へりたる財布寒々
ラガー等のボール跳ね出し下萠に今村佐久子﹁結構﹂といふ日本語のむつかしく
白酒の酔頬にほんのり倉問千代嫌よ／＼も好きのうちとか
畑焼のやう／︑済みて野天風呂小林静司特派員女あとから追ってパリ
劫を制して就きし名人土屋実郎砂漠に靴のアップフィナーレ
月見舟歌声高き同期会菅谷有里月も出よ酪駝も来れわが孤愁

犬同伴のホテル繁昌代命からみ︑穴に入る蛇

ゥいろは坂〃ん〃まで数へ紅葉狩烏ニゥ案山子かと思へば動き出す学童
＊

背流し左遷の夫いたはりて司信玄の隠し湯といひ猿も浴び
帰さないわと長きカモチュー雲ルーツは同じ進化論よむ
風神も雷神も暇長旱烏ギックリ腰受話器をとれぬ床の上

二畳台目に月の涼しく司保険きかねど流行る鍼医師
ハウス農業季題見直せ郎ユーミンの曲いつも二人で

到来の西瓜大きくもてあます里おしのびは赤いポルシェを走らせて

こげついた金は政府が尻拭ひ佐横顔を月に照らされ雪女郎

大発会は手振り鮮やかよ僧転生を信じ凍てつく
連凧の龍よく揚る由比が浜佐秀も愚も世にある間だけのこと
炭つぎ足して栄螺壺焼司伊勢の赤福京の八つ橋
桃咲く里に男子出生郎巡査の笛に人出うららか

パソコンで結ぶ世界の花便り雲酒売りが声嗅らしゆく花の土手

司佐雲烏司佐よ佐代里よ烏郎里代雲烏司郎司代雲里烏司よ雲司

一一一ォ霞む海右に駅伝折り返し里ナォすれちがふガイドが旗を座かせて司

句碑の傍仔猫まどろむ雲ハナエの服に顔もほどノ︑代

＊

布施うけてより大黒の気嫌よく郎ブーツにもアンクレットし街にでる雲

手弁当にて詩書画教ふる司もってのほかじゃ鬚が嫌とは〃
会場の予約競争はげしくて里やめてよれ別の女の話など司

船場の移転衣料バーゲン〃篭のオームの散らす餌殼佐
ベィェリァとて集ふ若者ょケー渉詮切ってお誕生会ょ

無党派の都知事府知事も二年目に司カーテンをかけ替へピアノ調子よく里

フィアンセ乗るスペースシャトル無事祈る司枢機卿翌の説教思案して佐

幾歳越しか七夕の恋よトレビの泉さがしあぐねる郎
悲しかり乱視の月のふたへ三重代カフェテラス緑陰の庭ひろノ︑と里
豊凶予測米価ふらノ︑雲大道芸の銭受ける帽司
百足に於ける千鳥足とは雲孫に伝へん秋の七草代

十むめが内九は当らぬ評論家郎月高し学園祭の賑やかに里

燗は面倒吟醸の冷雲誓ひは堅し禁酒禁煙代

一一一ウハンモック風に委ねる心地よさ司ナゥ神域の金木犀は二度咲きし雲

小芋押し合ふ大鍋の中佐何事につけプロとアマの差里

ドラフトの会議に裏の裏があり郎脱出の秘策はありやこの不況司

〆切り間際抜きっ抜かれつ佐若鮎光る情滝の川烏

残月に北京終点肩寄せて雲草野球ママのコーチでホームランよ
ロケの濡れ場の河原や豊寒む里夢は大きく飛べよ風船佐
ダイアナ妃離婚問題決着か代千年の古都に枝垂る皇花盛り郎

片目のまゞに達磨捨てられ″︵於・七里ヶ浜自治会館︶

郡部より都市に開票移り来て司平成八年一月五日首尾

金の成る木のよく売れる植木市雲＊ウ４キャンパス用語︒鴨川畔でキスすること

合掌造り世界遺産によ

陀に額づく花のお会式佐＊ナオ３くるぶしのところにするアクセサ
蚕弥飼
ふ家珍らしや老夫婦代り−
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八横浜・湘南吟社ｖ

歌仙﹃梅日和﹄

曲ものどかに車内放送

着く毎に駅の名読む児梅日和

御国自慢を交はすこもみ︑

産直のとりたて若布あへもして

猿の棲む岬は近し月の道

候文で押し通す人

根釣の支度手ぬかりもなく
ワ敬老会祝って戻り祝はれる

咳払てふ前触もよし

琳派展金箔屏風立て並べ
コンパクト覗き襟元と易のへる

土屋実郎捌

小林しげと

菅谷有里
蛭海停雲子

杉浦ちゑ
倉間千代
白井暎子
土屋実郎
小林静司
ゑ

秋山よう子

よ

村上敦子

旱っ武きの島の鉄塔

代

里

と

垂云

国民不在住専の怪

胸熱くなり見つめ合ふだけ
屋上のビアガーデンに月涼し
開発といふ名の自然破壊して

郎

ゑ

歴史散歩にまじる遠足

花の窓鎌倉彫師三代目

ナォ名物といへ
ば団子と百千烏と
くらし

畠仕事で生計たつなら敦

リストラの希望退職小金持ち司

同じ干支なら何とお若い郎

キスチョコをくれた魂胆みえノ︑に雲
暎
ブランド物の溜るばっかり

ラグビーの決勝延期大雪でよ

人気集める野茂の羽子板と

ファミコンの初売に子等群がってよ

株式徐々にあがる明るさ司

米かつおでら

月射して三門高き勝尾寺里
谷も紅葉に峰も紅葉にゑ

どぴろく

ナゥ濁酒に玉子を入れていざ酌まん雲

腰の痛みもしばし忘る蚤暎

還暦を迎へバレエに熱中し代

猫のお産に騒ぐ永日と

早々と花見に埋まるカレンダー郎

パステルで描く春の曙敦

︵於・七里ヶ浜自治会館︶

平成八年二月二十五日首尾

＊大阪市箕面にある名刹
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八大府・正風大府支部ｌその一Ｖ

久野濃

歌仙﹃滝となる﹄

藤野鶴

鈴置一花捌

スカイダイバー繋ぐ両の手

ォ滝となる水滝に来て濤踏せず

ナォかげろいて墨絵のごとき比良比叡

鼓打つかに間こゆ波音

告げかぬる想いの程を和歌にして

夢と思えぬ夢のはづかし
蛍火の怪しき迄に光り居り
汚職の椅子は夏も冷たく
心配の種に悶えて眠られず

活断層が縦横に這う

伏兵は前にも後にもひそみ

どかと鉄座せし奈良の大仏

満月をいたやく虚空高々と

船を住家の蜑が芋煮る

ナゥ馬追の鳴く音に心奪われて

乗遅れたるバスを見送る
単調なリズムで廻る水車

街へ便りを運ぶ宅配

癖十弍朋↑串霊︵文音︶

トンネルを出れば一変花明り
春を納めるカラーフイルム
秤鰄
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一台のテレビが吾れの世界にて

気侭を通す生活なりけり
萩芒貴賤を問はず月の夜
虫の音誉めて俳句詠む人
ゥ柿も色見せて子規忌も近くなる

塗り替えをする四阿の壁
政界は新党づくり懸命に
温故知新の額を掲げて
初恋のみのるためしの有って無し

相性よしと言うはうらない
信心を得ること難く冴ゆる月

棚の魚を猫に盗らる︑

金が金呼ぶ此の世なりけり

法律に融通なくも裏ありて
烏がうたえば蝶が舞い出す

八難を隠して花は真盛り

山流山流山流山流山流山流山援山流山流

流山流山流山流山流山流山流山流山流山

八大府・正風大府支部ｌその二Ｖ

歌仙﹃燕来る﹄

春光のせて打ち寄せる波

ォ凪ぎ匂う海路明るく燕来る

鈴置一花捌

鈴置一

加藤香

ナォ後先を白い蝶々舞い遊び人
天気の変わるらしき雲行き花

頑な父を口説きて嫁迎へ人

女性上位の家は安泰花

焼藷にたっぷり甘い蜜を付け人
戦後の飢えは何処を吹く風花

田を這って今日も草取る父と母人

鶯も泥鰭もみんな友遠花

電算の世もそろばんを使い馴れ人

じゃんけんぼんで決める勝ち負け花

ぽっかりと月の映れる宮の池人

新酒の酔に足のよろめく花

ナゥ秋場所は人気力士の東西に人

︵於・豊明釣鈴庵︶

満員のパス又も素通り花
候補者のポスターばかり目に付いて人
温泉町の昼はひっそり花
開け放つ窓いつぱいに花溢れ人
遊び心の尽きぬ永き日花

平成八年六月四日首尾
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入学の子に母親の付き添いて

大きな声で返事するなり
名月に文房四友揃えられ
窓辺にほのと香る木犀
ゥ稲刈りの前は何かと忙がしく

和服姿の人の艶めく

予防注射を犬の嫌がる
受付の娘やさしき京説り

ついでに潜る本山の門

哲学の道は独りで行くがよし
月の出の頃は涼風そよそよと

日和続きに夜店賑う

本目馬券に長い行列

捕えたる淘摸を巡査はとり逃がし

独り淋しくぶらんこを漕ぐ

贄沢の限りつくせし花の宴

人花人花人花人花人花人花人花人花人花

八和気・正風和気支部ｖ

歌仙﹃城門﹄
ォ城門の扉を開く音も春
ほれか︑と聞く難の鶯

桐山北天捌

藤野千

桐山北

一ォ娘より都踊りに誘われて

若後家連れて行くとするらむ

前を往く人は確かに幼な友

昔を偲ぶ者は少なし

暖房の操作もわかぬ老化の身

薄氷破り急ぐ学童

雪達磨作るに雪の足りなくて

沖航く船の遅々と進まず
妻の声長距離電話早切れて

法主を招き回忌修せむ

暮れがての墓地にぽっかり青き月

曼珠沙華咲く畦が境ひよ

一一ゥ一羽たち皆連れ立ちて稲雀

体温計は三十六度

老人のクラス会とて案内来る

てるノ︑坊主作る童等

記念樹の初花声を大にして
山が笑ふて春の風邪引く
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入学の岬晤の正しさ褒めもして

帰路の笑顔で息弾みけり
銘々が短冊持ちて今日の月
新酒汲み交ふこの道の友
更くるを知らぬ四方山ぱなし

ゥ秋祭り母を態々呼び寄せて
やっとおりたる両親の許可

満願の吉日と決め踏む百度

世帯上手に輸入もの買う

円高のお蔭ハワイヘハネムーン

耳元で鳴く藪蚊一匹

寺で飲む麦酒はうまし夏の月
鼻毛抜きテレビ新聞読み飽きて

噌りに覚む吟行の宿

自販機に買ふ愛用のたばこ
花ならば矢張り城主の城の花

千北千北千北千北千北千北千北千北津天

北千北千北千北千北千北千北千北千北千

ハ伊勢・しらぎく連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃色烏﹄
色烏のはこび来たりし空深し

今宵の月を待てる縁先

さはやかに世界の地図をひろげゐて

新聞配達バイク軋ませ

枯木立うからやからの影をもち

湯豆腐の湯気話題やはらぐ

ゥ素人の芝居毛脛の女役
その気にさせる眼元唇元

大西貞子捌

村田治男
大西貞子
村田静子
中野たつ子

治

前田てい
尾崎重子

て

静

て

貞

外資系です稲荷屋上

だまされるふりしてついてゆくホテル

エリッィン無理に元気な顔見せる

た

重

た

重

夏の浜辺でギター爪弾く
隣組テニスのあとの地酒会
犬猫病院いつもにぎやか

なんとやさしいサブレ鳩山
両翼をくっきり照らす月涼し

手踊りのいつか輪となる花の下

治

貞

静

仕るまま昼蛙鳴く

判決確定入る慰謝料た

ナォジャンケンを勝つ子負ける子うららかに静

日本語駄目の女子高生と治

軽四を今は外車に乗りかえて貞

山茶花の道美術館までて

背のびしてキス長々とつづけをりた
﹁あなた命と﹂書くボトルにも重
待ち合はす時間気にして咳ひとつ静

不況のことを大声でいふ治

吟行は名前ばかりのグルメ旅た

莵影佳し月光菩薩おはします重

富国民貧ゲリラながびくて

赤い羽根ですボーイスカウト静
ナゥ高雄山紅葉天ぷらよく売れて貞

何事もなし蛇穴を出づ治

この年の渡る世間は鬼ばかり貞

花明り幹の太さを黒々とて
風光る中宇治橋を行く重

平成八年九月四日首

︵於・猿田彦神社青少年館︶

平成八年十二月三十日尾
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ハ伊勢・しらぎく連句会ｌその二Ｖ

尾崎重子

歌仙﹃柚子湯﹄
温もれる足長々と柚子湯かな
中野たつ子

大西貞子捌

こたつの中に丸くなる猫
先取りのファッションショーの華やぎて

重

大西貞子
村田静子
前田てい
村田治男

壁新聞に大書優勝
新酒めでたく祢宜めしたまふ

月の夜の窓辺に子等とはしゃぐ声
ワ椎の実のいたづらぱらぱらぱらぱらと

結婚も秤にかけて娘が選ぶ
引く口紅で嘘をかくして

た

シ

貞

て

中国の残留孤児があせりみせ

車

治

静

伊勢神宮は二千年です
月登る海浜学校全部見ゅ

だらしなルックルーズソックス

今日のおやつはアイスクリーム

た

貞

治

静

ＮＯＭＯイチロー日米野球まけるなよ

六段の調の中の花万朶

サイン色紙に書けとせまられ

雀の巣へとカメラアングル

ナォふらここを大きく揺らす詩の世界治

政治不信に株価反応貞

ストーカグッズコーナー大はやりて

味噌汁にほふ狭き路次裏重

爺婆にこのちゃんちゃんこ少し派手静

檀家の衆は落葉掻きするた

石畳トレドの町のグレコの絵貞
﹁援助交際﹂何と解くやら治

たどたどと別れの言葉ＦＡＸで重
雑魚といふ字を書き直しをりて

番犬の背後こんもり望の月静

往くも復りも虫時雨して重

ナゥ草相撲うからやからがみんな出るた

汚職高官支給の規則静
種芋選ぶ姑と嫁とで治

思い切り石けとばして憂さばらして

︵於・猿田彦神社青少年館︶

都踊りの舞あでやかに貞

散りやまぬ五十鈴川岸花夕べた

平成八年十一月六日首
平成八年十二月一日尾
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ハ東予・しらさぎその一Ｖ

歌仙﹃筒烏﹄
寺岡情雨
武田玄女

田中一火女捌

筒烏は己が錫を淋しがる
夏の炉焚ける山の民宿
玄

田中一火女

武田健

槁終へて暫しをお茶にくつろげば

桐ひとは落っ音の微かに
湖に舟を浮かべて月の宴

高速道路真っ直に伸び

松木達雄

年

健

火

後戻り出来ぬと決めて待ち焦がれ

年

森川年

病床日誌綴る初恋

雄

雄

玄

まなかひ

ナォ霞たち目交の村模糊として年

沖縄の声聞かい国会健

ころころと口先変はる昨日今日火

炬燵の中でそれらしきこと玄

不倫とは知りつつコートそっと脱ぎ玄

遣らずの雨の音の激しく火

汗の手にづっしり重き広辞苑年

窓吹き抜ける風の涼しき雄

キャラバンの路駝の影の粛々と玄

中也の詩を身に入みて聞く火
月仰ぐ連れ小便の気安さに健

虫はたと止む深き草叢火
ナゥ白豚に混じる黒豚子沢山雄
予防注射の若き見習ひ年

美術館新築はかり村起こし玄

立ち話する春泥の道健

海峡を隔てし花に遅速あり火

︵於・東予市楠河公民館︶

善根宿に巣くふ燕玄

平成九年四月十八日首尾

41L

忘れ扇に香る白壇

悴みし掌に一握の砂

火

ワ思ひきり旅愁捨つくく鐘を撞く

月寒くおでん屋今も混みあひて

年

百度参りもやっと満願

情

最終便の汽笛かすかに

白髪にもとめどなく花散りかかり

玄

啄木の歌に懸かれて独り旅

だらだらとウォーム裁判もどかしぐ

てふてふの舞ふ遺跡掘る丘

句1T

田中一火女捌

玄

一
年火
玄年火火玄年玄年玄年玄火玄年玄女
女

ハ東予・しらさぎｌその二Ｖ

歌仙﹃岐れ路﹄
岐れ路は水に縦きゆく野ばらかな

あれは確かに軽鳧の啼く声
おもむろに銘菓抹茶と運ばれて

連絡船は今日も水尾引き年

くか
ナォ放哉忌島おの
奥処に碑のさびて玄

行商の荷の嵩減りし夕まぐれ火
クレーンうなだれ飯場静まる火
ひじ

肘川の鵜匠は鬚の卒寿翁年

ラストダンスはどうぞ私と年

甚平を着て叩く痩せ膝玄
点滴の滴一滴に時流れ火

神裁の空が枝にひらひら火

結ばれぬ人と知りつつ焦がす胸玄

嵯峨野路は月蒼くして虫しぐれ玄

影もあはれに白茅刈萱火
伽陵頻伽の声かあの声年

ナゥ秋遍路後姿に母かさね玄

ライトアップの瀬戸の大橋玄

大屋根のえびすの饅絵見上げつつ玄

︵於・東予市楠河公民館︶

鰭大漁耀の賑はふ年

漕ぎ出せば雲ともまがふ丘の花火

平成九年五月十六日首尾
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青墨の軸しぱし拝見

秋の七草彩を競へり

能舞台隈なく照らす今日の月
ワ銭入れてゴトンと落ちる今年酒

抱かれし強さ息つまる程
残り香に切なさ止まぬ四畳半

按摩の笛の流す哀調

北極を徒歩の快挙に郷土湧く

岬の札所にこもる海鳴り
凍月に犬の遠吠えしじま揺れ

赤絵の皿を囲む河豚さし
ひそやかに進めるヘッドハンティング

旗にあつまる遠足の子等

話やぶれしセガとバンダイ
旧姓で呼びつ呼ばれつ花の下

武森田
田川中

八津・城連句会ｖ

瀬野喜代捌

喜君々た光々陽き泰君光泰陽代邨左江一

半歌仙﹁菊酒﹄

自販機で買ふ煙草一箱

菊酒を酌みて祝はん君が幸
落鮎にして華やかに生き
晶々と降る月光に包まれて

毛帽の漢犬の訓練

喜陽泰君光
伊串た

平成八年十月二十一日首
平成八年十一月十八日尾

︵於・津市敬和公民館︶
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デパートの地下駐車場広々と
ワもがり笛突く夕暮れを帰り来ぬ

消えてまた点く古い電球
来年も妻籠の宿と約束し

人間ドツク年に三回

数珠をつまぐるどんぞこの恋
エリッインが扉を飾る週刊誌

葵祭に集ふひとびと

瀬の音の涼しく曲がる川床の月

伝統の芸を受け継ぐ無精髭

俳譜の友きたる永き日

しよい籠の中わらびぜんまい
紛々たる落花をまとひ二度童子

瀬岡田阪田
野田中
ロ

八町田・新月座ｖ

ナォ陽炎に前田慶次が朱き槍か

ワンダーランド開かぬ踏み切り穂

使用済み乾電池って使へるの夫

一角獣の迷ひ迷ひて胡

歌仙﹃冬ざれの﹄

目尻の雛は目に入らないよ

現し世をヒッチハイクもまあいいか子

二上貴夫捌

大杉フミコ

二上貴夫

派遣先履歴書上の事情アリ．

モスリンまとふここも点景

きみが写した紺碧の空七

シンデレラ症候群ののり子さん穂

祭太鼓によもやかけ落ち加

有明のガラスの板をつたふ露か

ひさかたの光は飛花とたはぶれむ胡

雲の葉書になんて書こうか子
雑踏のカフェに腰掛け服眺め．
巻き貝もまどろんで眠るも穂

桔梗活けて搦やかになる夫
ナゥ人声も堀川運河秋深みよ
穂

のじりのどか

北山建穂
梅津半七

中島源ぴよ

福島涼子

寮千胡

冬ざれのふれあひさうなプラットホーム

きのふの侭の鉛筆の芯

青畳斜めによぎる影冴えて
月評の文芸欄のこのところ
炭酸水の海はしゅわわと
ゥ夏蝶を追ひ越し街のビル群へ

若山愛加

．

子

よ

からくり箱の夫婦人形

意識のあはひ距離を零にす
ロゼ色に唇吸はれ棒になる

通草を貰ふ蔓の手篭も

子

加

ふるさとはどこか古里山と川

雑然と見しけふの名月

夫

︵於・北沢タウンホール︶

秤蛎払蓉十座朋十ユ印壗︵後半文音︶

未来を作る工事うららかか

地を叩くクシコスポスト体育日

酔へない酒とそっと攝き

果てもなき法論友のしつつこく

胡

七

章しきは烏交る朝

惜しげなく花散らすなよ老大樹
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ハ新庄・新庄・氷室の会ｖ

歌仙﹃梅見茶屋﹄
︵一路庵白舟︶

笹喜四郎捌

ナォ雪代に乗って観光舟下り白

横座に眠る猫の貫祗ち

庭づたい社長と秘書の離れ部屋綾

﹁たまごつち﹂人気爆発予約待ち安

移り香流す朝湯嬉しく政
高齢者年金暮らしに嘆く税習
夏場所終えて地方巡業哲

蕗の薑摘み香る汁椀船木習子

ォ梅見茶屋うしろの谷戸を水走り堀政子

札幌と競って村の雪祭りち

荒れた祠は狐狸の巣となる白

税率怖く駆け込み契約永沢安栄

昼さがり土手焼く煙たなびきて高山哲郎

渡る雁峠に仰ぐ月今宵政

オンブズマンの暴く無駄金綾

不意に啼きだす籠の鈴虫井関ちえ

月覗き新酒の並ぶ公民館笹白舟

ナゥ唐崎の雨に煙れる八重紅葉哲

手入れとどいた農具収納習

ポケベル使い呼び出せる橋政

ゥ大文字夜空を焦がす京の街渡辺綾子

延伸の新幹線も本決まり白

選抜野球甲子園沸く安

揃い浴衣で祭り見に行く哲

胸深く沈みし顔の涙ぐみ習

落花舞う風情床しき神社綾

︵於・市老人福祉センター︶

癖睡輌壷一市二粁↑串密︵後半文音︶

俳聖愛でしすみれ紫ち

ペダル踏むにもはずむ口笛政

海に琴弾く三保の松原白

伊豆の旅群発地震に取り消して安
風やんで樹氷を照らし月冴ゅるち

真赤なセーター似合う兄弟綾
腰痛に悩める歳となりし祖父政

富山湾頭蛍烏賊舞う安

平癒祈願の断ちものをする習
陽炎に揺れて鈴振る花遍路哲
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八新庄・新庄北陽社ｌその一Ｖ

歌仙﹃立机披露記念歌仙﹄
笹白舟捌

捕った獲物で地酒乾杯

秋うらら湖心にボート漕ぎ出して

庭の踏石濡るる白露

小川庭

大川耕

伊藤緑

斎藤一

井上玲

笹︷口

風渡り唄にぎやかな夏座敷

伊藤香

ナォ春日さし芽吹く牧場に遊ぶ牛阿部一笠

湯煙りに透く白い胸元苫

入念に髭剃りあてて伊達男水

囲碁の相手は往診の医師影沢笑山
賑わいもおかしさもあり五人旅子

先の読めない不況いつまで橋
世論無視又フランスの核実験峰

声を限りに時烏啼く章

方丈の色衣往き來の長廊下葉
曰くありげな梵鐘の寄附香月

能楽は篝みやびな舞に月富沢比佐女

馳走に出たる輸入松茸露

ナゥ方札を握って走る鮭まつり葉

顔に似合わぬ唄の飛び出す斎藤孤柳
頬冠り冬耕の鍬引っ下げて荒川秋江
遺跡保存にシート覆せる荒木遊仙

北陽に睦む稚の友香る花白

︵於・新庄南部公民館︶

風光るなり葛麓の里竿

平成八年二月十八日首尾
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ォ蛍雪の功や立机の初月夜

隣の青梅ほのと色付く

山崎茶
内田素

ディスコで知った彼と逢引
過去の傷あかして胸に槌り泣き

荒木宝

ゥ天満の杜に投句の箱備え
オウム教祖にせまる裁判
たつき

浅沼葛

平家の村は雪に埋もれ

荒木吉

八戸一

かたくなに一と山守る生活あり

坂本露

金沢寺占

斎藤一

球界揺らす野茂とイチロー

鬼瓦にらみを効かす冬の月
鈴の小犬の膝にわたむる
わらし
暗がりに座敷童子の高笑い
避地とは思えぬ橋に花万朶

隠明寺凧聡る大空

舟子香峰橋葉橋子章舟香月水月雨竿虹舟

ハ新庄・新庄北陽社ｌその二Ｖ

歌仙﹃風光る﹄
笹白舟捌

ナォ入学児ぴっかぴっかのランドセル風

巡羅警官初恋の人斎藤一葉

直筆のレターが縁で結ばれて里
新幹線で近き首都圏荒木宝章

役人のから出張のっけ高く荒木遊仙

噴水の庭運ぶ白玉江

笹白舟

牧閉ず丘は露しとどなる阿部一笠

門脇桃園

高き木の香に唄う鶯
金沢苫舟
山崎茶香
熊谷喜楽
浅沼葛子

ナゥ毛見の衆掌にずっしりと豊の秋荒木吉峰

ォ賜りし好意新居に光る風
活造り丈余の鯛の運ばれて
下戸の乾杯舌でまるばす
月のせて古松の影の池静か
富沢比佐女

時烏横切る飛鳥の寺廻り子
深き迷路の出口わからず橋

景観賞も町の爽

荒川秋江

海風強き岩の磯釣り竿

帰化のかなった武蔵丸関香

鼻唄の足元てらす望の月章
苫

さし昇る朝日に匂う花万朶白

平成八年二月二十四日首尾

︵於・新庄南部公民館︶

礎固く蝶の舞う家内田素舟

お茶の集いの和やかなこと斎藤孤柳

ぽってりと肥る嬰児の昼寝顔子
高山桃里
八戸一橋
市川澄水
浅野目弄風
香

楽

庄司籟山
斎藤一竿
伊藤緑雨

←上ノ

ホームレス立ちゆききびし冬の街葉

ゥ初孫の鉢巻似合う山車祭

神銭うれしき恋は大吉

身をもってお守りします愛します

住專責任どこにあるやら
肩こりのっぽ心得たにわか医師

酔が廻れば十八番始まる
出稼ぎの宿で眺むる冬の月

大雪置いて大寒波行く

真心のこもる味噌漬送られて

実家に子供頼む旅立

外国に記念の花の咲き揃い

山に囲まれ麗かな里
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ハ新庄・新庄北陽社その三Ｖ

歌仙﹃四恩に生きる﹄

ォ有難や四恩に生きて賀寿の春

裏表なく笑う山々

旅を占なう朝の茶柱

鶯の渡るロッジの窓開けて

菊の枕に夢をあずけん

月浴びて肌美しき露天風呂

ゥ木曽檜香る神苑秋祭
芝居帰りに恋の告白
錫杖ふりて護摩を焚くなり

むつましき和服の似合う異国妻

雪原をゆく客車一輌

元老はさすが言うこと理に叶う

斎藤孤柳捌

笹白舟
伊藤香月
山崎茶香
荒木吉峰
荒木宝章
金沢苫舟
坂本露香
門脇桃園
荒木遊仙
小川庭水
青柳柳翠
斎藤一竿
市川澄水

園

影沢笑山
荒川秋江
阿部一笠

富沢比佐女

薦被りなどでんと据えられ

最上川底まで通す寒の月
名所物産唄で売り込む
秀吉は出世街道ひた走る

蜜蜂連れて北の村へと

花に舞うはずみにはずむクラス会

ナォくじら餅宅急便は母の味斎藤一葉

住専問題解けぬ国会熊谷喜楽

チークダンスに心わくわく浅野目弄風
衣ずれの裾の乱れのなやましく八戸一橋

川の瀬音にもらう涼しさ笠

頭下げ名をばあげたる男ぶり伊藤緑雨

喉しきり乾く真昼に蝉の声大川耕月

さすが新米味の良いこと翠

バスを乗り継ぐ娘を思う親高山桃里
ビル谷間ひっそり暮す温め酒渡辺竹園

豊漁の荷揚げ港に昇る月庄司籟山

軒端の氷柱太くなるなり庭

波頭の富士を鮮やかに見て雨
ナゥ大賞の絵を正面に学童展竿

祝の席に謡朗々井上玲虹

七冠の棋士が稼いだ億の金橋

︵於・新庄南部公民館︶

みな健やかに郷のうららか浅沼葛子

だんだらの幕めぐらして花の宴斎藤孤柳

平成八年三月二日首尾
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八新庄・新庄北陽社ｌその四Ｖ

歌仙﹃プールサイド﹄

ナォＯＬの紅の色濃き春うらら荒木遊仙
老いも若きも流行るブランド荒川秋江
マジック５優勝なるか巨人軍小野梅久

当選ねらい嘘も方便斎藤一竿

好きなのは世界に独り君だけと井上玲虹

笹白舟

フランスの旅の土産のワイン酌む坂本露香

発掘の古墳を横切る時烏熊谷喜楽
釈迦如来軸本場絹張り市川澄水

笹白舟捌

斎藤一葉
伊藤香月

金釘流で深き想いを枩

ォ静かなるプールサイドや今朝の秋

浅野目弄風

平成八年十月十三日首尾

︵於・新庄市民プラザ︶

財布はたいて特価品買う阿部一笠
ジョングに犬と連れ立ち花巡り白
鎌研ぐ背戸も水温みたる内田素舟

メロドラマ昔の歌手の珍らしく庄司籟山

白髪貴婦人包む冬服小川庭水

野外の能に紅葉狩舞う伊藤緑雨

兼六の名園池を照らす月虹

家族揃って鈴虫を聴く門脇桃園

宅配便の忙がしき日々

わ
校に庭
芳しき黄菊白菊
媚の道を夕月覗くらん

頬被りした恩師顔出す

猟夫らは弾帯確かと締められて

ナゥ葬送の曲裕ちゃんと遺言し斎藤孤柳
村松枩風
高山桃里
八戸一橋
大川耕月
荒木吉峰
浅沼葛子
影沢笑山
金沢苫舟
荒木宝章

富沢比佐女

渡辺竹園
青柳柳翠
山崎茶香
三上渓人

ゥ神佛に誓う禁酒の病持ち
ジャスミンの香で疲れ癒して
さよならの別れ間際の甘いキス

見はてぬ夢の銀河鉄道
審判を受けた国会解散す
区割りに悩む新地住宅
山の宿灯芯つきて月涼し

頂上きわめケルン積むなり

孫誕生親子共々健やかに
さと
太宰の故郷は観光に湧く
鰊焼の匂う城杜は花万朶
牛噛み返す初草の野辺
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八東京・深大寺連句会ｖ

ォやまなしの花や賢治の百年祭
中島亜

田辺才

名和未

歌仙﹃賢治﹄

どじょっこ鮒っこ春の到来

名和未知捌

暮れなずむ窓にイーゼル立てかけて
佐伯俊

レシピの主は宇野千代女にて

ナォ惚の芽に書状を添へて届けられ

化粧濃き芸妓の侍る奥座敷
恋の口説きを長唄に聞く

天気予報は豪雪注意

日がつまり心せくまま小走りに

五輪の工事終へて一息

冬ごもり下界の音の風に乘り

ラマンチャの騎士今日はマクベス

捕物帳名優の顔なっかしぐ

ファサードの銅像照らす蒼き月
出づるも入るも木の実降る径

ナゥ名のみ知るくったら市の頃となる

矢鱈にふえる迷子の知らせ
何時の間にやら少年の声変り

皿癖極朋十孟肥藷︵文音︶

借りたる本を未だ返さず
木造の古びし駅舎花万朶
行く春の宵寮歌あれこれ
秤
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冷でいいよと里の美酒
帰り道月影踏んで二三人
花野に沿ひてトロッコの跡
ゥ郡郭の声はこれだと言ひつのる

息子の嫁を選ぶ愉しさ

恋多き女と見てるカミーュ展

華道師匠に惚れたが因果
マイカーで古き佛を尋ね行く

月皓皓と風鈴止まず
青簾昼寝の人の長き脚

鳩の中にも痩せたソクラテス
湯気立てて肉饅頭の蒸されをり

り団過ぎる山峡の橋

誰やらの句碑の文字読む花明り

沖なる漁師さくら蝦採る

蔵知希之知蔵之希蔵知希之知蔵之希蔵知

之希蔵知希之知蔵之希蔵知希之知蔵之希

信一八多静
千

八松山・清流連句会ｖ

十静

石丸静月捌

宇浅中戒石
野川野能丸

歌仙﹁場雲雀﹂
揚雲雀空の真蒼を鳴き澄めり

サンドイッチの中のヒレカッ

ナォ家を継ぐ心決まりて暖かく永井政子

荷物預けるコインロッカー

忘られぬよべの一夜を今一度静

肩を抱だきて好きを連発八

馬小屋に積む干草の香にむせて多

ストッキングで吊りし玉葱信

ごみ
ごみの日の
塵芥をきっちり分別し静

手話の落語はむづかしいぞえ政

烏骨鶏きげん損ねて黙りこみ月
あつと言ふ間に建ちし洋館八

いつまでも揃はい客に月高く

ははそ

祖父丹精の富有柿とよ多
ナゥ柞とはこんな文字とは知らざりき静
火鉢の中に埋まる吸殻信

段畑の天に到れる雪景色月

笛吹きケトル笛を吹き出す

毛利家にゆかりの花も咲き盛り多

︵於・松山市・木矼豆庵︶

百寿目指せば長閖なりける信

平成九年三月末日首尾
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手籠いっぱい摘みし餅草
遠足の列より一人外れゐて
月満ちて動物達も寝しずまり
そぞろ寒さに閉ざす戸障子

先生なれど深い関係

ゥおくんちの鉦の音聞こゆ旅の宿

詐欺師まがいの議員ばっかり

マスコミに書きたてられるスキャンダル

家並みを低く棲める底冷え

又してももんじゅ・ふげんと核の事故

大寒の月より還る吾が鷺音
カラオケに凝る医者の跡取り

長命杉の残る名刹

そっくりなクローン猿の気味悪く

卒業式を終へて乾盃

濠の面に映ゆる天守に花散りて

藤松
原永

信十一多重雨八月一八信多月子重代喜月

八伊勢・せきれい連句会ｖ

歌仙﹁明の春﹄
喜多さかえ捌

ナォ古城よりドナウの見えて春惜む彩

お国説りでワイン売るひと信
団地にも陶芸教室開かれて正

村野正夫
中井信子

電話のベルにつられ鳴く犬信
白煙を噴きあげてゐる霧氷林彩

熱いうちにと七草の粥

ヘイハニー︑セクハラなんて言はせないさ

大和国原サッカーの冬さ
追っかけの少女もいつか二児の母彩
海外派遣シングル組と信

明の春神恩太鼓ひびきけり

信

喜多さかえ

連峰はるか鶴帰りゆく

彩

平成九年一月八日首

平成九年一月十六日尾

︵於・伊勢市中央公民館︶

旅をゆく身は陽炎に似てさ

雲水に枝垂れ情しき苑の花彩

能楽堂内澄める笛の音彩
ナゥポケットに木の実杳かな刻をよぶさ
運動靴も破れやすかり正
労働史最終ページ閉山す彩
表彰状の文字冴え返る信

予後の身にか細くかかる今朝の月信

相対道祖神目鼻うすれて正

黒土に種播く人はのびやかに

正

河村彩子

口調む詩と考える詩と

月おぼろ宇宙遊泳ゆめに見て

さ

彩
正

信

ゥ死の街の素顔華やぐブルージュよ

ひときは映ゆる雨の紫陽花

懸かれたやうにレース編む妻
機器のなか仮想の愛の育ちつつ

さ

彩

生々しかりゲリラ銃口

信

麦酒にて紛るるほどの諺ならず

どこかでセロ弾く気配賢治忌

漆黒の虚空に月の黙しをり

さ

正

信

転がりし魚籠を這い出すちちろ虫

花並木私鉄沿線白い家

彩

研師あがりの爺ひと休み

遠足の子ら残すさざめき
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八東京・浅春連句会ｌその一Ｖ

半歌仙一初便り﹄

はい

式田和子捌

菊地一

式田和

田中正

薄井康

屠蘇参らせる三ッ組の盃

天駆けるインターネット初便り

上り鮎釣る人のちらほら
谷敷寛

中野睦

梅園を抜け行く水の清くして

赤鉛筆は胸のポケット

せわ

平成八年二月九日首
平成八年三月八日尾

︵於・学士会館︶
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意にそわぬ顧問となりぬ春の月

公達のごと君の武者振り

ゥ流行に縁なき身とは思えども

氷水売る旗の揺れいる

久々に乱れし後の香にむせび

風雲急を告げる竹島

せっかちな蝉が飛び込む法事の座

国境を夢幻の如く月照らし

葭戸納める人の忙しく
酒の席整えおれば鴫の声
バイクを停めて一寸伝言

靖国祭戦友に会う

花吹雪吹き込む先きにシャガール展

和治能夫寛子
寛一和睦正康寛正睦一康

八東京・浅春連句会ｌその二Ｖ

連衆道井幸夫君追悼

歌仙﹃蘆一

舟漕ぐ人の息も白々

贋一つ能登路へ帰る夜寒かな

道場に響く剣声厳しくて
遠ざかり行く豆腐屋の笛

谷敷寛捌

秋の袷のしつけ糸抜く

康

和

寛

谷敷寛
式田和子
薄井康夫
中野睦治
菊地一寛

嫌ねと言ってすり寄せる膝

ナォロートレック黒い靴下春の宵睦
億の値のつく種馬が来る

それ位すぐ溜るさとお役人寛
あれは遠火事ほっと一息和
熱々の土鍋つついて艶咄康
援助交際ついにやったぞ睦

ひと足ごとに道おしえ飛ぶ寛

天国に悪のありけり天城山

時間つぶしに読む漫画本康

安寶りのナイキシューズに行列し和

機関車の車輪隙き隙き良夜なる田中正能

寅さんが居る秋のお祭

本日休診ビラが斜めに和

ナゥ障子貼る男やもめも年老いて寛

久々に歌舞伎見物幕の内康

康

和
睦

平成八年十一月八日首

平成九年一月九日尾

︵於・学士会館︶

陽炎立ちて君の悌

ほろ酔い暖簾彌次郎兵術たり正

睦

花の坂寮歌唱いて下る群寛

勿体無いの口癖が出る

蕎麦饅頭に麦茶供える

和
康

寛

霞の彼方凱旗の歌

山門の仁王にはたと睨まれて
ローカル線に揺られ行く旅

すべ

夏の月﹁二八に帰る﹂術もなし

だらだらと牛の挺の前口上

尖閣列島近づくは誰そ

張込みに嶌真とられて朝が明け

寛

ゥ今年酒注ぎ手がよくてもう一杯

月照らす子供すやすや眠る部屋

L＝＝

夢のごとホールインワン花の中
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つ

八津・創の会ｖ

歌仙﹃竹伐る﹄
衆議判

竹を伐る音内宮の奥ふかし村田治男

ナォ山繭は母方のいる度ましく治

櫟の葉うら返しゆく風た

噴水公園騎馬巡査来る治

中吊りの﹁日本沈没﹂揺れてゐるさ
タマゴッチ待つ列ながながと博
若葉して倫敦子たちも遊び好きさ

雨やどり拾ったキイの秘密めき博

新劇研修ライバルの仲さ

石から石へ背黒鵲鴨喜多さかえ
月明りふれあひ館木の香して長谷川博子

手紙の束に転居挨拶野瀬速生

ほる苦き伽羅蕗祖母の味伝へ伊串たき子

黄菊白菊匂ひゆたけした

︵於・津市中央公民館︶

平成八年十二月二十四日尾

平成八年九月十八日首

﹁世の中百首﹂いとも麗らに治

花満つる今北山の小さき墓碑さ

雄のひと声破る静寂博

リマのテロ青木大使は堂々と治

フライドチキンポテトチップスた

ナゥ運動会少年の脛か細かり

博

氏神の杜にひびけと祝婚歌治
単身赴任ボトルごろごろ博
月ぞ知る出自正しき門構へさ

飛沫を浴びて天草を採る治

ワ清白の詩碑建つ丘の涯の灘博

イラストマップに額寄せ合ひさ

夫とゐて別の心を育てをりた

三面鏡に愛をとじこめさ

個人誌の創刊号の掌に重き博

雪だるま子の眼鏡かけてる速
札幌のスケートリンク蒼き月治

株価暴落どこでとまるか速

口笛も出てくる予後の散歩道た
手を振る友の笑顔あたたか治

鈴軽し札所巡りの花の雲た

紐締め直す春の笈摺さ
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八東京・草門会ｌその一Ｖ

歌仙﹃魚群回遊﹄
青玻璃の魚群回遊梅雨深し
桜桃の種しまふポケット

川野蓼艸捌

川野蓼艸
上野遊馬
高岡粗濫
工藤繭
岡山朱藍
菅原みき
坂本孝子

漂よひながら虫にうとうと

杯に仲秋の月浮び出で

算盤玉を御破算とゆく

エレベーター降りてすとんと夏果てて

ゥ初猟の銃つややかに何打たむ

き

伝言板に﹁先に行くよ﹂と

繭

馬

濫

藍

孝

馬

藍

携帯電話あちこちに鳴る
まろまろとやはらかきもの手に満ちて

緑の明かり非常階段
凧は魔法使の笛なのだ
月光仮面冬ざれの街

石に思想託して佇ちし僧なりき

濫

旅券よりドル札はらと落ちにけり

ジュラ紀に生れし翅を持っもの

馬

前田圭衛子

パイ
Ｆで始まる春の子ラ守ラ歌

花ひらり糯子の沓履き沖連れて

奈落の底で躍りまくるさき

ナォ少年のマシン燃えつき陽炎へる孝

頭の中の海馬を急かし動かしぬ繭

湧き立つ町を荒神輿割り濫

洗濯ばさみで特許取りたる馬
高炉より熔鉄ほとばしる晩夏艸

蝋涙尽きて白き肌消ゆ藍

逢ふ時は黒子の数がひとつ増え圭

手荷物届く裏日本より圭

仮の世を抜けて砂漠の限りなし久木田朱美子

森の奥には屈葬の父圭

ヤマガッ

ひっそりと大樽眠る蔵に月繭
水平思考のかささぎの橋圭
山賎の籠に桔梗を挿し帰る孝

金管を蒼弩高く吹き鳴らし孝

虚しき数を二乗して負に濫
秒針の少し遅れて花万朶馬
天地の間に揺るる鍬鍵藍

︵於・豊島区勤労福祉会館︶

平成八年六月二十二日首尾

海馬・大脳の一部分︒断面タツノオトシゴに似る︒

虚しき数．虚数︒数学用語︒二乗すれば負となる︒
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八東京・草門会ｌその二Ｖ

歌仙﹃注射針﹄
村松定史捌

川いつか北に流るや夏木立高岡粗濫

紫蘇の一本赤く縮れて村松定史

手風琴奥の座敷にさらふらん吉澤蘭石

馬刀貝笑ふ石ころの上石

から

ナカ鉄鉢のいつまでも空烏交る朱

サッチモ風ブルーノートの午後なりき濫

超低空の軍事訓練朱

洗ひし髪をばさと放てる篤

塗りたてか青唐辛子歯に当てて史

樋口薬局今日は満員石

極まればたちまち蜘蛛の走りけり朱

アルファ波さざ波の立つ予感して濫

角砂糖二個カフェカプチーノ朱

パチッと当てる玻璃戸ビー玉久木田朱美子

十三夜飼はれし亀の往生す篤
通草は蔓を天に伸ばして石

山の端にやっとかかりし居待月穴澤篤子

迷路のごとくむかれ梨の実朱

ナゥ黄葉散る金勘定に余念なく朱

ワ初猟にいつもの銃を取り出して篇

カシミア織の怒り肩なる濫

厄年で蛇遣座でＢ型で濫

しる

しじま

カーテンの静寂に増ゆる朝の音篇

︵於・麿番住区センター︶

平成八年七月二十日首尾

ペットボトル・ロケット風光る史

猫の柔毛の縞はふによふによ石

チャイコフスキー弦の澄みたる濫

ニンフの羽を折りかき抱く石

花俟勧進の巫女睡さうな執筆

酔ひどれよ汝が夢に分け入らん朱

乱丁著き稗史濫説濫

凍月にすつくりと抜く注射針朱

砕氷船が明日来ると言ひ篤

持ち札はスペードばかり狸汁朱

粒あるものを漉してソースに濫
花の雨享けてより畝生まれける濫

遍路笠ひとつ列を離れて篇
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Ａ寄居・埣啄ｌその一Ｖ

歌仙﹃風光る﹄

雲雀の声にふり仰ぐ天

風光る万を越えたる万歩計

心ゆく迄煙草くゅらす

菜飯炊く厨の窓を開け放ち

ナォようやくに雪割る街に住み馴れて柏原知子

カード呑み込む公衆電話凉

住専で亡者この世に在るを知る知

借り物の傘未だ返さず節

襟立てて訳ありそうな影二つ木部眞代

夢か現か狐火の揺れ柏原和宏

森三郎捌

直ぐばれる嘘をまたつく気の弱さ恒

娼天下を知らぬ者なし節

伊藤一侃士心

教会のミサに欠かさず率て行かれ知

町田節子

真下草笠

平成八年四月二十八日首

平成八年五月十九日尾

︵於・無腸庵︶

長閑かに下る杣の鼻唄知
見渡せば岬岬に花の雲恒
磯巾着がパッと口閉ず凉

土俵際勇み足なる手もありて郎

額集めて合否判定弁

ナゥコマーシャルばかりのテレビ夜は長く眞

虫食いの色紙掛けたる月の席郎
病み上りには辛き蕎麦切り夏

賞味期限の切れた罐詰光

森恒子
坂本純子

市川美代子

栞となせる紅葉一枚

この月を得て山容の整いし

缶即

杉野弁一郎

ご法度の恋不良老年

ゥ自分史を書く小机のそぞろ寒

森三郎

山崎夏代

集印帖の満願となる

厚化粧舞台狭しと踊りゆく

石川光男

光

恒

一侃

会釈する目元涼しき留学生

窯場ぐらしの轆轤上達

碁敵は耒ず暑き三日月

冷酒の昼寝の果ての大あくび

美

笠

性時芒々霞む面影

しみじみと出師の表を読み直し

︽汁

夏

春のうれいに身をばまかせて

早発ちて絵島の宿の花に会う
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奎云﹄

窪下聿蟠捌

光節恒三草弁

八寄居・埣啄会ｌその二Ｖ

歌仙﹃鰯
８／距
９／羽
下野
川田

この辺り和紙の里てう鰯雲
虚暑を過ぎたる庭の水音
蕎麦の味あれこれ月を眺めつつ

つまおり

ナォ入学の孫につき合う撮影会郎
瞳そろえて航跡を追う伊藤凉志

万歳で解散国会後にして笠
与野党ともに破れ雑巾弁

芭蕉葉を打ちて夕立過ぎゆけり笠

年寄犬にあわれ蚊いぶし郎

妻はまたカルチャーセンター置手紙木部眞代

帯に忍ばす電話番号凉

僅かなる音に目覚める罪深さ節

抱きつき枕の講釈はさて笠

十六夜の月の雫のこぼれそう凉

盗人宿の秋はひっそり光

ナゥ色のなき風ほみそ
ぽそと塩の道笠
たまま

信玄公の魂在す社光

奈良漬の辛さ賞め合う昼餉時恒

雪溶け水が溝をさらノ︑凉

寄り添うて花の下なる五十年柏原和宏

遠く届きし鯛の浜焼郎

︵於・癖癖睡・和紙の里︶

平成八年八月二十五日首
平成八年九月二十八日尾
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席おさまらぬ子等の出入り
手捻りの茶碗の姿まちまちに

船影に沿う鮎のきらめき
ワ甚平を着て町医者の休診日

夕占いの下駄を蹴上げる
横恋慕する現身の業深く
遂につかまるホーカスの記事
如何物を食っても満たぬ腹の内
ホームレスにもそれなりの理由

雲間より月出で寒の極まれる

すり足でゆく寺の凍廊

複製の鳥獣戯画のうすこほり
お辞儀ふかぶかぜんまい人形

やすらぎは八瀬大原の花の旅

端折傘の紅の陽炎

石町森森真杉

笠郎節弁恒光郎光弁節笠節男子子郎笠郎

ハ寄居・埣啄会ｌその三Ｖ

歌仙﹃崩れ簗﹄
森三郎捌

炉開きの主客挨拶すがノ︑し

庭木の蔭を犬の横切る

岩風呂に身を委ねつつ月仰ぐ

飛ぶ白雲と競う黄落

節

柏原和宏

郎

柏原知子
石川光男

森三郎

町田節子

北の便りは霧氷むすぶと

市川美代子

川音の日毎に寂ぴて崩れ簗

ゥ碁敵が銘酒を提げて訪ね来る

笠

美

フ

真下草笠

ジョウゴワ

情強人の生き生きとして
行く先を巫山の夢とせぬ覚悟
だらり下げたる腰の手拭い

知

狸噺子はところ狭しと

和

杉野弁一郎

選挙後の連立いよよ複雑に
城跡を掘ればロマンの風みどり

郎

笠

一汁

光

襟帯山河月は涼しく

うイン下り舳に光る竿雫
墨にすり込む春雨の色
温もりを畳み畳みて花衣

種の袋を畦毎に立て

ナォ九々となう孫の口許愛らしく和

正遷宮にはぜる篝火森恒子

いか焼の匂いを風に屋台店節
街燈うるむ雨の桟橋木部眞代

蕊ガラベーヤ涼しく着たる旅もどり郎

キハダアロエを久々に飲む和
三行の広告つとに気になって笠

昔を今に返す人の名美

コーラスの中に若しやの声のして知

俺だ俺だと高く手を振る和
月天心窓辺に移す小座蒲団節
遠野の里もそぐろ寒きか笠

ナゥ白萩を活けて古陶の壺撫でる弁

ピンズル
宿場外れの堂に
賓頭盾恒

風狂に憧れ欲も捨てられず美

日永の土蔵探すお宝郎

金屏に咲き満つ花の照り映えて知

平成八年十月二十七日首

︵於・無腸庵︶

うららの空にせり上る蝶眞

平成八年十一月二十四日尾

＊アラブの民族衣裳・貫頭衣
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八伊勢長島・大智院連句会ｖ

歌仙﹃濃竜嬰
雲切れて山頂見ゆる濃竜胆
とぎれとぎれの指笛に月
窯元の風炉の名残に招かれて

頑に守る伝統の芸

かろやかにすきげた揺らし紙漉女

岡本耕治捌

上田忠
岡本耕

ナォ老僧の説法酒脱甘茶寺

エコロジー問ふ里山や沼
古蔵の奥にお宝らしきもの

壷の秘薬は香り妖しく

空っ風後家の蹴出しを吹きあげて

モンローの絵のなやましき腰

網棚に置き捨ててゆく週刊誌

垣間見せたる二重人格

ゆさゆさ揺らす弥宣の幣束

老・福祉むさぼり喰らふ魑魅魍魎

天竜下り紅葉彩なす

ワイン佳し月よし文学語るよし

地虫這ひ出でキョロリ目を剥く

ナゥ猪料理囲み湯宿の女連
自慢できるは無病息災
髻髪乱して受くる勝名乗

轌十ユ朋二十一Ｆ印壗︵文音︶

砂むし風呂に春をまどろむ

篝火に浮ぶまぽろし花の精
秤鰔
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朝のひかりに笹子鳴く庭
ゥ廃校と決まりし母校訪ひくれば

机に﹁死ね﹂と深い彫り痕
お見合のパーティ赤い糸探り
差じらいつつも瞳が語りかく

艶めける肌着干してる新世帯
十日もすれば風呂飯に寝る

島影に漁火消えて避暑の月

音色すずしき火箸風鈴

イチローの振子打法に隙はなく

未来を托す入学の児ら

宇宙ロケット発射秒読み
見わたせば大和島根は花霞

秀治秀治秀秀治秀治秀治秀治秀治秀治秀

治秀秀治秀治秀治治秀治治秀治秀治秀治

八東京・第六天連句会ｌその一Ｖ

世吉桐﹃初句会﹄

今年出番と鳴く嫁が君

挨拶のあとの静かや初句会

禁煙日よりけふで何日

池に張る氷の厚み確かめて

九十翁の舞台中継

ワープロを叩く手元のもどかしく
ブランコを掛けたくなるよ三日の月

今泉忘機捌

中島まさし

今泉忘機
穴澤篤子
高畑自遊
星野惠則
田口猛康
堀内千代
笠問文子
浅井園丁
品川秀風
佐藤義子
小谷参木
高島茂雄

テレビの観すぎテレビのとりこ

ワわれからと歌ふ円居の大きくて

まどゐ

樹々の葉蔭に浮名をさける

花厳アキ子

南瓜の下に虫の都が

ダイアナ妃木村拓也の夢を見て

弁護士に濫の猩猴指令する
ヤケ酒を飲む禿と白髪と

し

風

芸は爆発遂に逝きけり

仏とは的の如くに射るといふ

うみ

湖泳ぐ人影照らす月明り義
エンデバーより局地情報雄

南京の大虐殺はほんとなの？木

思案投げ首都市の渇水遊

四方より善男善女花の幕康
青き縞負ひ蜥蜴あらはる文

︵於・東京女子医大神経精神科会議室︶

平成八年一月十四日首尾
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八東京・第六天連句会ｌその二Ｖ

世吉桐﹃如月や﹄
如月や抜身を飾る名宝展

笠間文子捌
笠間文

高畑向口

今泉亡心

浅野黍

小谷参

犬に曳かれて右に左に

窓の動かい梅の一輪

大樽の酒のつぶやき聞き流し

佐藤義

松籟は思はい強さ実朝忌文

クオヴァディスと憂ふ常民遊
浩然とアジアはひとつ花上野木
ショー繰り返す春の噴水執筆

︵於・東京女子医大神経精神科会議室︶

平成八年二月十一日首尾
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街騒に草餅を売る店ありて
ジャングルジムを透く島の影

十六夜の軒に観光人力車
虫時雨降る土手をしばらく
ゥ赤い羽根浮かせてゆるき高瀬川

霊感商法人の弱みを

身も財も布施しつくしてサマナ服

旅先よりの文をまたもや
悌と蚊にせせられる片田舎

落研の娘の美しき落ち

﹁好きやねん何言はれても好きやねん﹂

グルメ流行りに腕競ふなり

五十年変はる世情を嘆く老
切絵のやうな冠雪の富士

義遊文木穗機義木遊文機穗子穗遊木機子

八東京・第六天連句会ｌその三Ｖ

歌仙﹃序破急﹄
佐野千恵子捌
佐野千恵子

序破急の台風一過天の胄
爽竹桃の無事の朝戸出
中島まさし

今泉忘機

鉄条網で裂くやＧパン

星野惠則
國谷倉之

子ら騒ぐプールに金魚放ち居て

満月はおぽつかぬなり十四日

声爽やかに突然の客

機
し

千

香典いらぬと残す遺言

ゥ蓑虫のふうらりふらり風まかせ

之

千

今日も晴天大寒の日々

し

之

機

棚の海孫が手を振る冬の月

機

ホームランねらって空し三振す
下駄箱にあるラブレター捨て
農に生く富士眺めつつ恋に生く

心の痛む二ヶ月の旅

千

し

之

笠間文子

伴睦が偲ばれるとは今の世は
猫にまたたび暴れ出すなり

くくと忍び音洩らす浅鯏よ

山寺の和尚の習ひ花を掃く

つり橋渡る観光の群佐藤義子

ナォ綿雲の遠く浮かんで春の蝉高畑自遊

あしかの芸のはや上達す文

なかなかに名句の吐けず過しをる之

屋上育ち茄子つややか千

園長と盃あなげ
てビヤホールし
すぴ

︵スト帥ウエス卜別し

漬物がとても上手と仲人が遊

額に収まる連理の比翼千

バッイチのとんとん拍子となりさうな文
ばつた

一族の集ふ故郷の月明かく遊
おんぶ蟆蛎の縁に飛び込む文

ころび気遣ふ骨粗霧症し

ナゥ阿波踊えらいやつちゃと煽らるる義

テレビゲームの狂ふＩＣ則

闘争の石油の国の強気ぐせ文

帰り仕度を鴨のためらふ則

手をつなぐ天狗とおかめ花吹雪文

平成八年七月十四日首

︵於・東京女子医大神経精神科会議室︶

平成八年九月八日尾
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八東京・第六天連句会その四Ｖ

半歌仙﹃鳰﹂
佐藤義子捌

松崎桃

星野惠

佐藤義

遠き汽笛の氷りたる如

湖暮るる鳰の残せし水ゑくぼ

寄鍋のにほひに心弾ませて
小谷参

高島茂

︵於・東京女子医大神経精神科会議室︶

平成八年十二月八日首尾
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展覧会の招待届く

月かげにしるき掛軸筆のあと
しずくを載せて色まさる萩
ゥしばらくは犬を友なる秋の道
﹁遍歴時代﹂は胸のポケット

古日記はさみ残せし君の文
醒めざらましを夢の睦言

ただ一色に冑き外海

忘却の彼方にやらんため息も
ブラウン管の像とは見えず月涼し

己の﹁生を厚く﹂する省

民の声懲戒免職当り前

澄した顔で禅寺に行く

富士隠しなれど許さむ花の雲
わらんぺ

春田を打ちて遊ぶ童

古則義雄木則古義木雄則古義木雄古則子

八多度津・多度津連句会ｖ

愛媛﹃蓮如忌﹄

団参バスも運行する春

渡邉陽行捌

小国豊治郎

渡邉陽行
植松晴子
神原未子

蓮如忌へ残雪のなほ深くとも

狙い一発カメラマン撮り

荒海を島山伝ひ烏雲に
秋灯ともし古典読みつぐ

古川千代亀

福島敏子
堀金情子

月の出にピアノのソナタ流れきて

高森秋義
行

抱きすくめられ夢見心地に

治

ゥ紅葉の嵯峨野に女人哀史あり

敏

義

末

晴

携帯電話不意に鳴り出す

齢の差は愛で埋めると深い仲
さっと濡らして時雨去りゆき
通学の子ら散り散りに校門へ
屋上のベンチでまどろむ夏の月
手づくりの味地ビールの売れ

亀
晴

行

清

オカリナ吹けば蝶が舞い立つ

寄合の政権きしみ不協和音

陽炎燃ゆる宮の石段

はるかなる霞の奥は花襖

︵於・多度津町四国電力ふれあいルーム︶

平成八年七月三十日首尾
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宮下太郎捌

之雅龍太真
扶
砂
中川田下江

ハ多摩・多摩連句会ｖ

歌仙﹃朴の葉の﹄

朴の葉の落ち尽くしてや平林寺

鴨の鳴声透ける冬晴れ

ナォ半円を描くふらここ天空へ雅

所沢から見ゆる富士山太

未来の夢は宇宙飛行士之
流行の三階建てに四世代真

句会終ってつつく河豚鍋雅

霊園の隅に師の墓見付けたり龍

あいまい宿に居続けと決め真

ちらちらと窓に小雪の降りてきし之

白髪染め客の相手のいじらしく太
あっけらかんと過ぎし日の恋龍

根釣りの影のみじろぎもせず之

海辺りの大黒松に月蒼く雅

﹁奥の細道﹂見つけられたり太

ナゥボウジョレーヌーボウ注ぐ江戸切子真

ずだ袋段々重くなりゆきて龍

髭の手入れを忘る一日雅
子猫生まれし春の夕暮太

観音の堂に舞い込む花ならむ之

︵於・銅齪痘軒鐸匪ンター︶

平成八年十二月七日起首
平成八年十二月八日満尾
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夕日燃ゆ帰宅急げる駅頭に
メモをにぎりて野菜売場へ
広縁にうからやからの月見芋
田の面色づき水車くるりと

ゥ若衆ら秋の祭の力こぶ
一目惚れしてバッイチの恋

澪標舟底こする川の砂

島のはずれに開く民宿

鼻欠けの地蔵にまむし酒供え

三百年の杉を倒せる

雪渓の斜めに光る夕月に
とろろとろろと大岩魚焼く
高官のゴールドプラン味噌をつけ

あやつり人形風のまにまに

世紀末枝垂の花に歌詠まん
城跡めぐるたんぽぽの紫

田村芳宮安

龍太真之雅龍太真之雅龍太真子子子郎女

巴

八尼崎・丹相僻

正繁

非懐紙﹃いつときの﹄

波ひたひたと春の湖

明繁巴明繁巴明繁巴明繁巴明繁巴明子

いつときの天の遊楽の牡丹雪

合図の車にすいと乗り込む

秤鰄

唾什一一一朋斗↑甲壼︵文音︶
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曲り家は終の棲処にふさわしく
ホットドッグで昼をすませる
雑踏をぬければ道具屋筋となり

しじまを破る鴫の高鳴き

露けさのストッキングをそっと脱ぎ

読みかけの詩書伏せてうたたれ

野仏もいささか歳をめされたる

宅配の大きな箱を預りて
枡酒そえし土用丑の日

盲導犬のひたと寄り添い

﹁月光の曲﹂洩れてくる夏館

凛と間きし寒梅の白

消えてゆく古き駅舎をスケッチし

細目格子の日差しかたむく

足早に若き尼僧の通り過ぎ

秋藤西
山原川

ハ土浦・ちばらきｖ

﹃走馬燈﹄

半夏生咲く三尺の池

頼らんとすれば逃げゆく走馬燈

西も東も絶えまなき音

ふるさとはピルと倉庫に埋まりて

そぞろに寒き夢の浮橋

ナォ潟眠しむつは尾鰭をたかぶらす

鍵を忘れて買ものにゆく

年ごとに荒れる田圃を近道に

唾え楊枝の実は空腹

帝国ホテルの朝の梅干

美少女に援助交際迫られる

行きずりの中国人に振り向かれ

塚本忠太郎捌
藤咲ひろし

間違い電話猫が逃げ出す
住職は塾経営に忙がしく

塚本忠太郎

海老名衣子

月皎々と声の聞こえるほどの月
枕頭にきてかまどうま跳ね
衣

孫も加わり記念撮影

当選の祝に届くこもかぶり

宙返りする猿の軍団

仕舞忘れた系図掛軸

ナゥ葉を降らす魔法使いのおばあさん
得

花駅弁を買い足して行く花の山

平成八年六月十八日首

平成八年十二月二十六日尾

︵於・朧亭︶
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月満月を仰ぎ現実遠ざかる

忠

宮本得志
岩城順子
藤川祐子
久富勝義

順

ゥ円窓に色を添えたる木守柿
あたりはばかり手紙案ずる
朝方の散歩を夜にきりかえて

祐

得

霞のなかを出船入船

肩すり寄せて黙るほそ道
禿頭も白髪もきて同窓会
龍馬の像に雪のうっすら

勝
衣

忠

へそくり下手に生きる不況期
露地奥ではらから一人病み細り
戸を揺らしては電車過ぎゆく

順

祐

月雲迅し冬月のぼる桂浜

そびらに春の日差し濃くなる

花花びらにいざなわれつつにじり口

祐衣順勝得祐勝得忠順衣勝祐順得忠衣勝

八東京・中央連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃初句座﹄
ォはや入︑と朝の初句座なごやかに

問屋通りに淑気みなぎる
海女に伝はる壺焼のこつ

景況に春の兆しの生る易らん

杉鉾の浮かぶ稜線月朧
回転ドアー押す旅の果

ウヘリの撒く広告ビラに子等群れて

今村佐久子捌
今村佐久子

遠藤嘉章
名古則子
土屋実郎
蛭海停雲子
則
″

天からの手紙と雪を言ひし人

則

郎

圭云

ルビーの指にそっと掌を置く

左

司令塔無視名ラガーとは
恋知らず情知らずと怨じっシ

″

章

″

上田渓水

般若の面に薄ざわめく

則

舞台の袖にこぼす泪よ

交替で鳴子引きっ鼻登下校
往ったり来たり幕と十両

佐

業平の通ひ馴れたる萩と月

小枝の仔猫助けよぶ声

幸一云

今日明日が花の盛りと酌み合ふて

フランス名画懐しく見る佐

ナォ春闘の後尾の列の切れぎれに水

いつものとこと手旗信号雲

橋脚のアーチに揺れる水陽炎則

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
月の凉しき瀬戸の落潮〃

一セイの笛の高音に夏閾けて水

こともあらふにコキュの憂き目に則

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

暁かけて走る御渡り水

ナゥ魂はもぬけのからの雪女章

政財界借り得罷り通る世に雲
返事のよい児ハイと明るく則

︵於・中央区立産業会館︶

ゲートボールに昏る豊永き日佐

城跡の花に集へる車椅子郎

平成八年一月二十五日
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八東京・中央連句会ｌその二Ｖ

小林しげと捌

洋実し
げ
洋実と洋実と洋実と実洋と実洋と々郎と

歌仙﹃亀鳴くや﹄
亀鳴くや十中八九疑はず

水平線を白き客船

ナゥ遠足の列とばったりすれちがひ洋

ヘリコプターが西へ西へとと

＊リニューアル・セール賑はふ三の宮実

賀句も忘れず添へし絵手紙〃

我楽多を集めてひとりほくそ笑むと

ならい

コンピューターで作るのし餅洋
見返りの松を鳴らすか大北風実

てあぶり

黙って胸を明かす手焙と

良縁を授けるみくじ結ばずに実

名刺貼られて表札に代え藤沼和恵

ふるさとの月を自慢の立ち話柴田寿賀

人数分の柿をもぎとると

ナゥそぞろ寒檀徒総出の念仏講洋
いたずらものの猫は居眠り実

宿題を忘れ仕上げるプラモデル寿
曲うららかなハーモニカ吹くと

花守の花を育てて幾星霜和

︵於・中央区立産業会館︶

夢を彩る古都の夜桜寿

平成八年三月二十一日

この場合︑復興商店街の大売出しのこと︒

＊Ｒｅｎｗａｌ︹ごａｌｅ
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おぼろのなかに探るチケット
春袷茶受けの菓子を振る舞ひて

芸術祭に入選の報

月代をしりへに翔ちし烏の群

つけぴと

ワ葉鶏頭活けし小瓶を窓口へ
津軽説りにはっとさせられ
付人の囲む女優はサイン攻め
ワイフに隠しきれぬいひ訳

速度を変えぬ回り燈籠

腰痛をかばひクラブを磨きもし

冷酒とつかみ豆腐と月の贄
世は合理化のセルフサービス
アイデアはなるほどそれはそれとして

事代主を祀る神棚

蜆すなどるべた凪の湖ミ

絶頂の城に夕日の花堤

沢土小
田屋林

八東京・中央連句会ｌその三Ｖ

歌仙﹃柳青める﹄
土屋実郎捌

土屋実郎
窪田素規
伊藤薮彦

一斉に柳青める薬研堀
今村佐久子

濡れつばくろのひるがへる白

六十路を越えてふえる友達

常磐津の温習会も麗かに

城依子
依

郎

ゆったりと窓にもたれて月を待つ

ゴルフにだけは義理欠かぬ秋

彦

佐

規

ゥ山裾の通草大きな口をあけ

年増女ののぞく手鏡

依

幼稚園児のひらく弁当依

ナォ貝撒かれある人工の大干潟郎

まるいポストがまだ残る村規

選挙カー誰彼となく手を振りて佐

天才と狂のあひだに生きる身の彦

＊

キャンパス用語はやるカモチュー

郎

しでかす恋もにたりよったり規
流れゆくセーヌ二人の胸の中佐

のっそりとまかり出でたる蟇依

や
互の達者ひ冷
酒で乾杯佐

屋台の下に疎むこほろぎ小張昭一

はねと

月の出を俵武多の跳人声高に郎

佐

郎

春闘成って浴びるフラッシュ

遡る鯉流さる舅鯉花吹雪

依

ナゥ初鮭を提げてたづねむ檀那寺彦
マンデラさんに似た笑顔よし依
差別語の失せて句の味薄くなり郎
浮き世さらりと渡るこのごろ規

不況で元気スキマ産業

いたずら

徒然に更け並ぶ徳利

好きなのと言はれる度に後じさり
隣家のポメラニアンのよく吠えて

木枯の月へ向ってボール蹴る

︵於・中央区立産業会館︶

規

＊鴨川くりでキスをすること

平成八年四月十八日首尾

成層圏にポッカリと穴

依

みんなみ

真っすぐに南めざす観測船

佐

″

いっもどこかに御座します神
なりはひ
さ農やかな生業なれど花を賞で

彦

おは

逃げ水を追ひ車椅子こぐ
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ハ川崎・土筆・有楽帖三吟会ｖ

歌仙﹃茅の輪﹄
鵜澤治久捌

遠藤嘉

茅の輪突兀と香取は大武神

夏の霧より舟の帆柱

鵜澤治

幼な児の三人磑を駈け下りて
白井風

遠目に人の群れて何する
釜据ゑて芋の月見のにぎやかに

ナォ美しき春愁行く手人知らず

まほろばの地へ俳譜の道

後ろより雌き来し犬に追ひ越され
かへりみる過去かりそめのもの

海に出て夜風に仰ぐ富士涼し

岸ひたひたと寄せる苦潮

傷つきし恋のやつれか横顔に

放火心中大江戸惨事

寄り合ってひと夜の野宿戦さ煩む

トーテムポール聟え立つ村

月の出を待ちて太鼓を打ち鳴らす

盆荒れの中進むデモ隊

ナゥ鰯雲覆ふ邪教の﹁聖地﹂の跡

爆撃後の世論の行く方

対座して和平交渉はかどらず
不幸乗り越え気丈に生きる

烏雲に入る故郷の丘

笛の音をさらって行ける花の風

拝唾皿唾托朋什皿甲雷︵文音︶
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苑の高枝に小鳥来て啼く
ワ秋扇弄びて諾否明かさずに
そしらぬ顔で気を引いてみる
紅茶滝れながら高鳴る乳房の奥

景徳鎮を訪ふ旅に発つ
大空に日がな煙の漂へり
競技終りて少女に戻る

しろがねの昼の月涯く嶺の雪

寒天造りの仮眠のまくら
耳澄ます小屋の戸口に何か音
かすかな地震に覚めてむなしき

散る花の僧衣の肩を打ちて落っ

修道院の窓に夕東風

人章久人章久人章久人章久人章久人章久

人章久人章久人章久人章久人章久人章久

八船橋・筑波連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃あづき粥﹄

余生また塩味がよしあづき粥

拭ひし碁盤淑気いくばく
寒雀軒をこぽるる音もなし

引地冬樹捌

引地久﹃

浅野黍

地球飛び交ふ通信ネット

ナォ発明は朝寝の床を出るまでに

棚誰へる明の染付

回教の瑠璃のドームに脆き

耳に攝くウィル・ユー・マリー

珈琲のたてる湯気さへ化粧せる

金髪が牛飼村の嫁に来て
五衛門風呂の底板を踏み

貧しき弁当のぞく烏め

涼気ややとどくポンコッ車の墓場

秋の音きく楢材の椅子

屋上にパラボラよりも丸い月

ゴルフクラブの値段ガタ落ち

ナゥ老いの目の隅にいとどの跳びにけり

阿蘇の野焼きに後継者なく

天災は忘れた頃にやってきて

虻の翅にも虹のかがやき

お地蔵の供物替へ来し花ぐもり

拝聴皿蓉畦朋二汁施肥露︵文音︶
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竹馬の子の青き眉せる

郷関にかかれる月の玲瀧と

川鱸釣る小舟居すはり

ゥ松手入れせし三階に客を上げ

鏡の奥にチラと流し目

付け文を縞の財布にかくし持ち
はなからくるふ仲を引きずる

物わかりよき知識人仏の核
ベレー帽などすこし斜めに
冷や酒のこぼれし皿をなめづりて

真夏の月の熱き錠前

牛の背に乗り吹ける横笛

大津絵の鬼に歯医者の呼出され

目刺し一連ぶら下げて呼ぶ

はらはらと万朶の花の散りかかり

穗樹樹穂穂樹樹穂穂樹樹穗穂樹樹穗穂樹

樹穂穂樹樹穂穂樹樹穂穗樹樹穂穂樹樹穂

八船橋・筑波連句会ｌその二Ｖ

海に向く椴子の椅子や木の芽雨
中村信

猪口義

引地冬︑

半歌仙﹃椴子の椅子﹄

日永をひとり遊ぶトランプ

引地冬樹捌

蛤を両手に子らは声あげて
舶来もののワイン酌むなり

平成九年四月九日首

平成九年四月十四日尾

︵於・稜光倶楽部︶

−24ラー

満月のもとチマチョゴリ舞える丘

夜露に濡るる馬のたてがみ
ワ裏木戸を覗けば背なへ猛り百舌

後家とは見えぬ白きおとがい
プリンスにシャル・ウィ・ダンス環やかれ

南十字の星をめざさむ

イスラムの塔はコーラン唱えをり

笛につられて踊る縞へび
大川を涼しき月の刻流る
船酔いこらえ仁丹を噛む
禿頭の幼な顔あるクラス会
狭庭に水をかける日々なり
花見ゆる沖へわが骨撒かまほし

朧おぼろの夢のひと駒

雄樹信樹雄信樹雄信樹雄樹信雄樹子雄樹

八船橋・つたの会ｖ

歌仙﹃山烏﹄
眞鍋天魚捌

眞鍋天

高木一

岡井省

明日は篭金にひらく惚の芽

山鳥の骨敲く宵蔵王堂
春深きサーカスの綱踏みしめて

破れ饅頭食ふはやすけし

老いらくといふ重ね硯ぞ

ナォふらここの板の低きに座りかね

暗号名を変へてサハラへ

さりながら早桃のやうなひとのゐて

かけおりて井戸掘唄に加はるも
眼をあけたまま眠るいるくづ

行く年の浮世の反古をとり散らし

憶良の屋敷門のなかりき
釘隠良夜の釘を隠しをり
束ねてあまる髪の冷やか

籍入れておかうか鹿の声がする
ふしだか付きし靴をぬぎすて

粘菌の名はムラサキホコリ

ナゥインターネットあやつるときも秋の色

零点の答案用紙もちかへる
父にかはつて口上を述べ

邸韓に顕一十弐印雷︵文音︶

﹁こだま﹂の中を翔びまはる蝶

そぞろ神ゆらめく花の影を踏み
秤

−246−

満月が三つ昇って覚めました
糊のききたるシャシのやや寒
ワ菊畑の畝のあはひに水引いて
ためらひ傷に触れず寄り添ふ
翼預けてきたのは駅のロッカーか

槐並木の向う犀をり

核実験あと一回でやめると言ひ

みんな忘れてしまふ熱燗
月冴えて倶利伽羅谷に空のある
ダイダラボッチの足跡を追ひ
オジジシス﹂オババヲッレテ﹂スグカエレ

上下に振って篭の銭まき
花守のそろそろ雨がほしき頃

あかりを消せば浅鯏眩く

魚惠省魚惠省惠魚省魚惠省魚惠省魚惠二

魚省惠惠省省魚惠惠魚省惠魚省惠魚省惠

八津幡・津幡連句グループーその一Ｖ

歌仙﹃長梅雨﹄
長梅雨の裸電球朝市女
潮の香っよく並ぶ鰺鯖

秘蔵てふ創刊文芸読みたくて

抜け路さがす車渋滞

ナォ応援も負けず激しき競漕会
ビデオカメラの標的となる

ニューファッション巧く着こなし

サミットの大筋がほぼ煮詰まれり

ＵＦＯの噂嘘でも信じたい

二羽智子捌

二羽智子
紙谷湖秋
小山西置

今さらに比翼連理の面映ゆく

入道雲が暹しく湧き

水撒いて客を待つ間の石畳

石本よし子

中天の月皓皓と澄みわたり
枝うち交わしこぽる萩叢
米田幸子

学歴を持たぬ父なれあくせくと

停まり忘れて通過せし駅

自給自足に慣れし奥山

性転換も認めらるとか

舟橋玉枝
柴田祥子
細山吉女

ナゥ名物の柚餅子に膨る旅かばん
智

鳶のゆるりと舞うものどけし

風さそう兼六園の花惜しむ

秤藤皿幟錺朋二十計叩露︵文音︶

−247−

搦搦の笛に昇れる月円か
早稲の実りもやや重たげな

前山優美子

神かけて誓い合いたる恋の果
痒いところは孫の手を駆使

よ

西

ワ鍛え打つこの一刀に深む秋
はじらう様な笑顔愛らし

住専追加罷りとおるか

玉

語りっがれし遺跡発掘

湯ざめして思案に月の更けてゆく

祥

幸

優

土口

湖

編目千条雪吊りの松

節穴を隣の猫に窺われ

僚友と健康教室ョガを組み

飲み放題の酒に悪酔い

堂塔をつらね倶利伽羅花浄土
ころろころころ蛙鳴きいず

西吉幸優智湖よ祥玉西湖幸優吉祥玉よ智

ハ津幡・津幡連句グループその二Ｖ

歌仙﹃吹き晴れて﹄

吹き晴れて冬には希な日の尊

旗なびかせてかえる鱈船
櫛形のレモンを皿の片すみに

父の禁煙二日続かず

葦わけて釣糸たらす月の潟
案山子の笠に烏鳴きおり
ゥ外人も踊り流しに加わりて
ひとめ惚れして夜もねむれず
ぜひ乗って見てよ裸の馬なれど

中田風来捌

高山真由美

中田風来
吉本芳香
多田史代
中村瑠子

来

加納俊子
村上町子
赤坂久子

真

理

史

心をいやすいっぱいの酒

芳

蟻の如く数珠なす人にのぼる月

俊

整骨院はいつも満員

法螺貝ひびく暁けの雲海

町

底なしの企業ぐるみのスキャンダル

チャンネルはオリンピックで始まれり

芳

久

文豪の碑の花道を鼓笛隊

史

戦争のきずあとかたもなし

青空高く飛ばすフウセン

一病息災古稀の朝風呂来

ナォキャンバスに北アルプスを笑わせて理

小高き丘に香るオリーブ俊

遺跡めぐり趣味が嵩じてコロッセオ真

手袋を握り絵画に魅せられて町
咳入るせなにやさし母の手久

修得のインターネットでつなぐ夢芳

カラ出張で愛のひと時史
鳴門の海にさわぐ渦潮来

鶏の声ピアスが光る部屋の隅理

膝元近く鈴虫の声俊

架干の稲掛けおえて月に酌む真

机上の図鑑塵に埋れて久

ナゥ近況も添えて甘柿届きおり町

石ころも皆佛なり古戦場来

︵於・津幡町中央公民館︶

蓬だんごを囲む縁先理

ケーブルカーの眺めすばらし芳
寅さんの笑顔に花の散り急ぐ史

平成八年六月六日首

平成八年八月二十五日尾
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ハ津幡・津幡連句グループーその三Ｖ

歌仙﹃暹櫻﹄
徒歩で越すくりから古道遅桜
さみどり立ちてうるむ山繭

噂りの園の架橋渡るらん

木上紫雲捌

からくり印篭弁吉の作

ナォ塗り終えた畦輝やかす千枚田

オリンピック的のはずれたテロの沙汰

熊射ち自慢おでんっつきて

踏みにじられた青春の詩
葱の肌白く並べてうそ寒し

渇水のダム気にしつつ侘び住居

久山今日子

鎧戸の音のきしめる秋の月
垂れる稲穂を渡るそよ風

拓本に採る寝覚塚の句

そっとうつむき引き直す眉
忘れてた血潮がさわぐ坊泊り

笹木千代子

小川ひろ子

木上紫雲
吉田弘子
多田芦畔
宮島茂

露けき宵を虫の出て鳴く

土までやさし平和ボケ振り

鐘うららかな城の篝火

花の下少年剣士黒田節

秤鰄肌蓉叱朋三十一叩雷︵文音︶
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観光マップふところにして
お点前に銘菓を添える庵の月
ゥ万葉の歌碑に野菊のみだれ咲き

ナゥ枝豆を押せば蒻翠の玉ころげ
藤田小夜子

水野道代

茂

道

闇にきらりと光る猫の目
口能登の静寂破る街宣車

廻し飲みした盃に紅

眼差しに隠しきれない艶ありて

ひ

弘

紫

︽フ

ためらいも無く借りた一億
笛太鼓開幕せまるアトランタ

私用を兼ねた公金の旅
佛堂の莞にかかる月涼し
０．１５７恐い真夏日

芦

痩せる本枕に重ね高いびき

古稀の心がゆるぶふる里
花筵俳譜長者の坐す如く

小

千

運ばれて来し菜めし香ぐわし

芦弘小道千今ひ茂芦弘紫小道千今ひ茂芦

八津幡・津幡連句グループーその四Ｖ

歌仙﹃祭太鼓﹄
ばち

見惚るるや祭太鼓の抱捌
揃ひ法被に噴き出せる汗
夢追ふて来し若者の住みつきて

畠にいろいろ新種の野菜
孫達に呼ばれて仰ぐ望の月

ナォ浮びしはお伽の国か雷気楼

オー

Ｏｌ一五七いつ消ゆるやら

いじめに耐えし子の瞳明るく
バイキング料理に忌みの迷ひ箸

たわむれて砂に名を書く磯草履

酒井愛子捌

酒井愛子
谷本綾子
田川利公

隠し撮りされれば尚もつのる愛

避暑にどうぞと嬉しい電話

田の水もすぐに干上る大旱

西佐代子

ハモニカの曲は﹁故郷﹂月澄める

はずす簾に秋思ひとしほ

木立の奥に溢る露天湯

夕日を背ナに熱き唇づけ

尾山村雀
小蕎洋子
藤田暁夫

波紋ひろがる出馬表明

あるじ

ナゥ倶利伽羅の谷をっん裂ぐ鴫の声

比

−2ラ0

誰が呉れしか縁に虫籠

山本比佐子

上着脱げよと春風の吹く

インターネットで商売繁昌
花の山ふわりと越える飛行船

あや

綾

歩が金に成って局面逆轌し

ワ別荘の主は不在そぞろ寒
揺れる心でひとり君待つ
すれ違ひばかりの恋の危ふさに

公

愛

佐

ふきん

リリーフカーで投手登場

夫

るつぼ

昂奮の増渦の中へジュース売り

分讓宅地抽選となる

公

秤唖恥癖恥朋汁叱叩雷︵文音︶

冬の月峡の五六戸肩を寄せ

雀

散歩の犬は右へ左へ

洋

盃の落花を共に呑みほして

愛

炉火育てつつ語る佛恩
原発の誘致で村は眞二つ

雨音聞きっ朝寝楽しむ

雀綾公愛比雀夫愛公洋佐比綾夫雀佐洋綾

八伊勢・っらっら吟社ｖ

半歌仙﹃弓始﹄
野田翠楊

山岸れい子捌

風神の風袋解かで弓始
中北ひろみ

美

孝

い

河村こシつ

山岸れい子

榊原由美
高山孝子

ぱっと翔びたつ初鳩の群れ

祖母の雛深き縁を繋ぐらむ
ことことと煮る蕗味噌の味
おぼろ月まだ灯ともして古本屋
習いそめしかピアノつたなき

女子学生のルーズソックス

ゥ株式の乱高下して兜町
定期券拾うてはまる恋の罠

い

シ

み

シつ

結婚しますどう言はれよと

姉姑千里離れてたたるてふ
ガラスのひびにテーピングあり
ほろ酔ふてふと名月に話しかけ

美

中津秋野

孝

弾

児らの育てし虫の啼きそむ

い

ぎよく

秋の暮と金の攻めに玉動く
円空仏のおほらかな笑み

花万朶関の街道一里塚

鶯餅に疲れ癒さん

平成八年十一月十六日首

平成八年十二月六日尾

︵於・なかむら館︶

−2ラ1−

八東京・東京義仲寺馬山人記念会ｌその一Ｖ

歌仙﹃蛙合戦﹄
冬至梅香りかそけく月昇る
燃えないゴミに迫る年の瀬
つれづれに数の子を食み酒酌みて

川野蓼艸捌

朱

麻

石飛千可良

内田麻子
川野蓼艸
岡山朱藍
浜本青海

ファインダー切り消えし鴨の仔

ナォ切れ凧を追ひて何処まで行きたるぞ麻

インターネットに計報相次ぐ千

コキコキと鳴る首の骨なり麻
煙草屋に蝿坐れば雪が降る樺

貸金庫より危絵の出て青

ハートシェイプの金剛石を落したり朱

相聞の野にいちめんの虎ヶ雨蓼
きりきり冷やすモーゼルの白棒

サイドボードはマホガニーなる朱

我は古稀特攻隊の生き残り青

無沙汰ほどきの柿・鬼胡桃棒

千曲川大蛇行して月中天麻

ナゥ秋寒の白波かぶり遍路ゆく朱

棒高跳の日暮れてもなほ千
継竿の僥ひを試す縁先に棒
矛盾だらけの言訳をすな青

花うすしピアニッシモの雨の音蓼

︵於・朝日新聞マリオン︶

合掌の里蛙合戦千

平成八年十二月七日首尾

行き合い夫婦・子連れ同志が行き合った様に一緒になる事︒

無沙汰ほどき・長い無沙汰を詫びに持参する品︒

一グー

民話を刻む石にこつこつ
華道展ＢＧＭの絶え間なし
ワ鍔広帽顔を覆ひて外寝する

麻
千

小女共は品定めして

音ひそめ豹柄のあとつけて行く

青

千
朱

井出樺晴

長夜に捧げ笙の笛吹く

行き合ひ夫婦となりて幾年

二百十日ゆらめく海に舟浮かべ

樺

南極のブラウン管に映る月

旅寝の床に通ふ山鳴

青

標

千

麻

憂国の演説ぶって目覚めける

﹁おくの細道﹂何と唐突
花明り原発遙かおぼろなり
踏絵のマリア踏めど黙然

一フベフー

八東京・東京義仲寺馬山人記念会ｌその二Ｖ

歌仙﹃秋祭﹄

浜本一月

川野蓼

浜本青海捌

町ひとめぐりしたる名月

秋祭袋より抜く笛と溌
内田麻

井出樺

鯉に餌まく親子川くり

風のまま彩のもつれる千草にて
岡山朱

樹海の果てに渡す夕虹

若松藍

ナォ春スキー夜行のバスの満員に子

微動だにせぬ渋滞の尾よ艸

掲げられて尚海目指す蛸の群晴
今を限りとソプラノの歌手艸

スペインは熱き血たぎる女の居て香

横抱きにする裸体マネキン香
なけなしの銭をまさぐる懐に艸

稲荷の鳥居赤く塗り替へ子
遊説に白亜の館︑王なく晴

コンピューターで予約確認藍

蝸の声に暮れゆく山の月子

碩学去りし塔のや︑寒晴

ナゥ梵妻のいささかけちな栗の飯艸

こんな村にもサーカスの象艸

あれこれと言はれた末の卒寿なり子

落暉盛んな旅の一日香

︵於・関口芭蕉庵︶

博物館出でては花の吹雪沿び海
キーコキーコと揺れる鍬篭藍

平成八年九月八日首尾

−2う3−

前後賞あはせて貰ひ外国へ

携帯電話に秘密番号

ゥ缶麦酒夏送り居ぬ円卓に
小さなあざを胸元につけ

ロッカーに顔を預けて街騒へ

森林太郎とのみ刻むくし

聴打診とんと忘れし校医にて
臭と月と祖母ぽく風呂がへり

びっくりこいて一現の客

陶の狸のふぐり幾畳
料亭の玄関先の小塩盛

藤村詩集鐘朧なり

しっとりと肩にそぼ降る花の雨

香藍晴香晴艸藍晴藍艸子海晴藍子晴海艸

八相模原・桃天樹嘘聚Ｖ

群騨卸﹃春

春寒や着こなしに齢祝ひをり

掛け捨のセクハラ保険寶出され

翠色満遠瀞
濠布佇涼覚
土用酒杯寛

口説き文句は同じパターン

ワ福は内鬼も内にと取りこまん

深霜傾月発
薄雪昇日残

独り遊びの公園の子等

烏交る鑿がれ猫は喚きたて

三葉椀壼歓

一

ゆったりと世界を週る豪華客船

ＳＦものでクローン活躍

星低流片片
月高行団団
萩寺の萩の盛りの花見人
棚下括瓢箪

ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

赤田玖實子捌
蛭海停雲子
赤田玖實子

大谷繁子
壼云

玖

玖

繁

奉云

玖

壺一言

繁

宰一言

繁

繁

圭云

玖
０

繁

玖
︒

・は酌字

駒は上平声團

平成九年三月二十五日首尾

︵於・上鶴間桃天樹︶
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寒

八東京・都心連句会その一Ｖ

蛭海停雲子

土屋実郎

世吉﹃鶴岡八幡宮奉納俳譜之連歌﹄

薦の新酒の並ぶ杉形

神吻前色づき初めし蔦か竜罷

月の窓古歌淡々と短冊に
家訓を堅く襲ぎ来たる青
菅谷有里
小林静司
倉間千代
秋山洋子
村上敦子

麿匠を志す弟子眉あげて
鍋ぐっぐっと山鯨煮え
ビル颪四角い風の吹き落ちる

小林しげと

岩永極烏
和田洋子
杉浦ちゑ
菅井てい
金子恭子
内田光子
和田忠勝
松本朝子
山本孔子
新家敦子
大林杣平

林恵津
今村佐久子

高木義厚

誘ひの電話日帰りの旅

わたし燃やしてもっと抱きしめ

ワ逢曳の場所が渚の百選に
熱中症ものともせずに草野球

茶髪神輿に沸ける町内
気は心爪の垢ほど税戻り

一巻欠けた漱石全集

猪狩りに勇む門出の峡の月

冷凍しても死なぬ細菌

碁将棋に長幼の序のあらまほし
丈夫でいるがしあはせのもと

江ノ電は小学唱歌の順に過ぎ

天然ものの若布干さる畠
花の画に宙と賛する翁居て
お薄の点前草だんご添へ

当たり馬券を替へる行列小張昭一

ナォ放たれて腹きらめかす河豚供養伊東桃庵

路地裏にブランド品を並べたて高津明生子

アセチレン灯風にゆらゆら吉田多喜
三番嬰析の音冴ゆる幕の前青木光男
付句ぴったりつきし初夢白井暎子

オフィスラブのメモは意味深池田紅魚

ワンカップ両手に社長提げてきて吉田愛

お互ひに来世は願ふ性転換浅井園丁
金のメダルの胸に誇らし山口良子
静寂斬る由緒正しき居合抜寺田悦子
守りてゆかむ富士の湧水田仲真喜

山葵田の田毎の月に魚はねて興津霧郎
侘しき庭にコスモスの咲く熊坂さよ

ナゥマニキュァが意外に似合ふ秋袷赤田玖実子

仏頂面で飯食って居り窪田素規

小町通りを腕組んで行く福永千晴
自社新進何と名乗るとわからない邸

チャイムのどかに響く夕空若尾よしえ

レプリカを掲げ駅前美術展里

異邦人賞づ千年の花の古都宗匠

満尾

鍛へし剣奉納の春執筆

宗匠土屋実郎座配今村佐久子
脇宗匠小林静司花司山田優子

︵於鎌倉鶴岡八幡宮直会殿︶

知司和田忠勝配硯小林麻由子
執
筆山口良子加藤雅子

平成八年十月六日
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八東京・都心連句会ｌその二Ｖ

第八回青時雨忌追善

脇起﹃俳譜連歌﹄
ひとつ家の細々灯る新樹かな

木葉木菟かや谷渡る風

舌頭に句案千転古茶滝れて
酒落も大好き人も大好き
スキップで吾子登りゆく月の道

秋のなすびの小振りなる艶
ワ菊の宴遺愛の徳利並べては

蔵の整理にはやも半歳

ティッシャーはノルマ果して即デート

烏も獣もディスプレーする
飛び上がりぴたり吸付くマグネット

瓢左仏

ひろ

実郎
静司
忠勝
千代
敦子
有里
暎子
園丁
ちゑ
洋子
よう子

極烏
停雲子

保育係は孫のよき友

月に賦す聖夜は雪に輝きて
出場権を得たるサッカー

昭一

桃庵
杣平
則子

前売りでもとめし切符倍になり

規制緩和はまさに外圧

咲く花のいのち華やぐ朝ぼらけ

コート脱ぎつシしばし談笑

ナォ鯉放つ放生池の温みたる明生子
禅より出でしもの禅に帰す良子
季題季語一覧表にまとめあげ愛
仲人口もまんざらでなししげと

かつぷし

高収入高学歴の男前麻由子
猫に小判か猫に鰹節恭子

白百合の香のほのと漂ふ雅子

ハンモック木陰に揺る塾午後の刻佐久子

住專処分まぬがれし怪健悟

窓あけてパソコン軽く打ちはじめ冬樹

稲荷杜の屋根に夕月ちよんと乗り太郎
藪彦
猪垣結ひてもどるたかぶり

駅の放送風に乗りくる魚乙

ナゥ古伊万里に萩活けられて句座和む成弥

ダータ操り江川玉乗り文人

この遺跡出土の品は紀元前時子

翁好みし田螺田楽執筆

おほとりの翔び立つけはひ花ゆる参宗匠

麻由子

老長杣平宗匠実郎脇宗匠桃庵
知司停雲子座配昭一執筆有里
香元佐久子花司淳子配硯雅子

︵於浅草伝法院大書院興行︶

平成八年五月十一日
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八東京・都心連句会ｌその三Ｖ

歌仙﹃辛寿息災﹄

大林杣平
土屋実郎

大林杣平捌

門の飾りに盆栽の松
蛭海停雲子

っ蚤がなく迎ふ卒寿や庵の春
上撰の酒をうら蚤に酌み合ふて
小林静司
士屋真澄
伊東桃庵

今村佐久子

はにかむ孫のまなこ暖か

青猫朧の月に鳴き続け

在来線の無人踏切

ゥ車椅子友押すホール晴着の娘

炎を放っ蹟罪の肌

郎

久

平

司

寝技師と云はれて議会乗り切って

澄

郎

シルバー五省身に泌むるなり
野の涯を過ぎゆく月の清らかに

司

君の心は神の清しさ

木橦に触れて故国想ふ子よ

ナルシスの幻浮かぶ池の面

合格の電話うれしくほめちぎる

庵

郎

くに

しょくざい

壷焼の香の漂ふてきて

壼云

壼云

花の僧彼岸読経は短かめに

毒と薬は紙一重とや

一人芝居のめりはりの効く庵

ナォこの美声複式呼吸なればこそ澄

艶やかに喪服着てさへ抜き衣紋司

風やり過ごす縁台の端久

社長の椅子と若きつばめと庵
元は誰痴漢さわぎの噂立ち雲

快速のクルージングのボート買ひ郎

貴族の館いらくさの家久

はか

契約高で人を量らず雲

きん

うそ涙金のお盆に載せて出し澄

踊の輪櫓の肩に月か量り〃
ヤマトタケルの剣うそ寒平

断り上手株とマンション郎

ナゥ錦秋の百済観音ひそと笑む澄

着膨れて見送る友のテープ切れ庵

︵於・上永谷実郎居︶

ベイブリッジの霞む橋脚郎
辛口の俳論を説く花明り司
積善の人余慶のどけし久

平成九年一月十五日首尾
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八東京・都心連句会ｌその四Ｖ

歌仙﹃風光る﹄

海猫渡る沖の島影

竿振れば釣糸は孤に風光る

岩永極烏捌

岩永極烏
小林静司
土屋実郎

司

今村左久子

諸葛菜史跡碑かこみ紫に
烏

菅谷有里

郎

烏

ナォ骨董の絵皿が眠る蔵暗し

ロケの小道具時代考証

悠久のロマン求めて長江へ

深海の底山頂となる

すっぽりと痩身覆ふ黒ショール

奪ひし女橇に抱き上げ

カテリーナなしにはとても生きられぬ

楽高まってアップフィナーレ
忘れ物メガネにバッグ子供まで

乗り越し駅に終電もなし
億光年月しるしめす夜の空

リンゴ落ちしは一瞬のこと
ナゥ引力は雌雄にもあり赤蜻蛉
ズームワイドと接写楽しむ

粋遮地︾一一一朋粁垂申雷︵文音︶
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名物と聞く団子横串

穴まどひして帰すところなく

月の窓寮生国家論じあい
すらりと解けし詰碁三題

ゥ今年酒まづは香りのほどよくて

里

丹田に気力集めよ静座して
余寒きびしき朝の乱取り

久

烏

初花のなほためらひのある如く

やにはにぐつと湯煙の中

司

道標うららか古都の辻々

連れて来た女が勘ねる山の宿
菩薩にも夜叉にもなれる鑿次第

郎

司

のみ

蟻地獄から蟻が逃げのび
どこよりか橘匂ふ月の道

久

学説の交替のとき摩擦熱
羽衣かとも霞たなびく

郎

しるぺ

縄文土器につかむ手がかり

義士の祭にしかと打水

里

白魚を汲みて哀れや花影に

里烏久郎司烏里久郎司烏里久郎司烏里久

八東京・都心連句会ｌその五Ｖ

歌仙﹃八重寒梅﹄
小林静司捌

岩永極

小林静

和田忠

浦を見下す新居冬麗
和田洋

客来る日八重寒梅の開きけり

銀の矢立の細工なかなか

師の句碑を建つに恵方を確かめて
土屋実

鉦叩かやビア樽の陰

ナォお遍路に五百羅漢のほほ笑める

スタンプ帖に一句書き留め
金縁の鼻眼鏡てふサスペンス

起訴か不起訴かプレイボーイめ
かりそめの愛でもいいよ財あれば

雪しまく夜の肌を投げ出し
活けられて畳にはらり実南天

なゐ
地電流追へ地震の前触れ
古文書の修複技術奥深し

三下り半が寺の宝物

月澄みて命いとしむ露天風呂

隼人瓜出し女将講釈

ナゥ絶壁に鹿の音高く概して

木挽の唄も正調の里

髭剃って旅券の写真若やげる

楽しからずや税還付とは

お言葉に園遊会の花に酔ふ

稗一一一朋二粁珂明壼︵文音︶

御苑の空に燕ゆき交ひ

秤
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クルーズの舷窓月の砕け散る

大志いだきて雄飛海外

ソ草田男忌歯並び白き息子達
パープルヘアー謎のウインク

ニューョーク恋の予感のミュージカル

人が波打つ八坂祇園会

抱擁とスキンシップの大胆さ
夜店には月を浮べて金魚売り

組長選挙満票をとり

旧街道をバイクとばして
三角形対角線は持たぬもの

ダム放水にかかる初虹

記念樹ははや半世紀花仰ぐ

嶌司勝郎洋烏司勝郎洋烏司勝郎子烏司勝

勝洋郎烏司洋郎勝烏司勝郎洋烏司勝郎洋

ハ宇都宮・栃木県連句協会ｌその一Ｖ

歌仙﹃金賞﹄
中尾硫

中尾硫苦捌

ォ金賞の牛のあくびや春なかば
石沢み
にＬし

ｂｌｕｊ

越智一月

背戸に乱れて揺れる蓬生
頬杖の新社員なに思ふらん

声つつぬけに携帯電話
桜井吹

ペルーの悪夢覚めぬ宰相兎

ナォアドバルーンあがる万国労働祭吹

銭の神様そつぼ向いてる兎

鈍行の念入りに剥くゆで卵飯野一石

冬晴のしやれたつもりの赤いシャシ石

みえみえの嘘くさめに飛ばし吹
芸のため捨てては拾ふ愛に生きい

有無を云はせぬ観光写真い

胸掻きあわすきぬぎぬの門兎
さいはての海に白帆の漂ひて吹

おさまらぬものおさまりて月清し石

みみず鳴くてふ手を洗ひをり苦

ナゥ亡き妻の真似してつくる菊まくら兎

明治生れは元気溌刺石

インターネットは世界を走るい
新薬にアルッハイマー開かれん吹

来年の約束もして花の宿苦
都踊りを楽しみにする兎

平成九年四月三日首

︵於・春郵宅葬プイセンター︶

平成九年四月二十五日尾
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月よりの使者の訪れそうな宵

秋気漂ふここやかしこに
ゥどぶろくの横綱決まり三役も

慣れるが怖し消費税アップ

旅馴れし朝の女の薄化粧
台本忘れ恋のアドリブ
あっけなく人の噂もしづまりて
お釈迦さまでも知らぬ世の中

廃校の盆地あまねき夏の月

森林浴の豪華ポスター

大いなる勲記の下に刀自坐り

太平洋に遺品を沈め

散りいそぐ花に県民合唱団
肩先に鯛れ蝶の過ぎゆく

苦吹い兎み苦兎い吹兎み吹女兎つつ兎苦

八大田原・栃木県連句協会その二Ｖ

歌仙﹃魚拓の山女﹂

ォ春雷や魚拓の山女夜を泳ぐ

手枕で聞く田蛙の声

野遊びの籠にポケベル忘れずに

戸籍調べの巡査に出合う

滝田政敏捌

屋代孤月
手塚その子

田中きみ
菊岡実
滝田政敏

き

そ

月明の樹間を縫ってけものみち

新米搗いて子等に送りぬ
ゥよく廻る日曜大工の芋水車
通勤の足停めて見惚れる

ナォみちのくに享保雛を訪ねたるき
串こんにゃくに味噌をたっぷり実

金の重みを知らぬ高官孤

竣工のテープカットにお歴々政

手庇に鼬ふりむく墓地の裏実
欠航となる雪のいたずらき

居酒屋に隣り合わせる占星師政
それが運命と胸に飛びこむそ

身を濡らし旅立つ先はナイヤガラ孤

強心剤をいつも持ちいしき
碁敵を送り出したる望の月政
城吐の堀に紅葉かつ散る孤

黒人も来る朝の礼拝き

ナゥ晩秋の日差しゆたかに志功展そ

新装の回転寿司の客となり実
ダックスフンドの登る階段政
孤

政

﹁星影のワルツ﹂で終る花の宴孤
そ
き

平成八年十一月十日首

平成八年十一月二十日尾

︵於・屋代孤月宅︶

赤い帽子に蝶のたわむるき

実

孤

実

カリョンに紛れて告げしその一語

触れたる指をそっと外され

新選挙落選議員甦える

肩怒らせてはずむ浄財
宿に見る塩屋岬の月涼し

石のベンチに氷菓舐めおり

実
政

孤

三角に楕円に浮かぶ花筏

そ

行く度に医者のすすめる休肝日
刻をはずれてチャボの長鳴き

たんぽぽの紫風に乗りゆく
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八栃木・栃木県連句協会その三Ｖ

歌仙﹃脚跡﹄
大漁旗のそよぐ冬空

脚跡の涛に消さる︑千烏かな

野口里井捌
野口里

栃木光

富田日日

若色道

茅島一

ピカソの絵見て脳の活性

ナォ噂りの中にひっそり美術館

八十越えし女友達

伊豆栄の鰻で一杯やるとせむ

狂ひ咲く木瓜の朱さのいとしさに

後を絶たない賄賂てふ文字

外套預け託すクローク
街の中この頃道路工事中

正面に裁判長は坐り居り
待ったのかかる行司軍配

老人ホーム団栗の独楽

世の中は憂しと見し夜の月円か

関東平野よぎる大利根

ナゥ爽やかに遠山並を四方の景

平和な村に春の訪れ

ゆきずりの慈母観音に合掌す

舜十垂朋廿地甲露︵文音︶

花万朶天上天下ひと色に
幼稚園児の麗かなこと
蓉鰔
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馳けて来る子供は頬を赤くして
一人占めするかつぱえびせん

巨いなる月里川の幅二間
刈萱をもて数奇屋作りに

ゥ秋扇隣席の人使ひをり
長い黒髪匂ひ間近かに

季節料理の粋な玄関

銀幕の女王いつしか母となり

進展遅滞行政改革

官僚の接待自粛しばらくは
夏の月底むき出しに座礁船

蟇の居据はる庭の片隅

庵松の曲り具合いも親に似て
脛っかじりの息子まだ居り

肩いからせて春寒の道

誰れ彼れと花見に誘ふ人もなく

道歩井苣宏道歩井苣宏道歩井苣宏子歩井

執

筆宏歩道苣歩道井宏苣井歩道宏苣井歩道

ハ豊明・とよあけ連句会ｖ

﹃初み空﹄

初み空安泰の世を祈りけり

御慶を交す村の遠近

春場所の横綱の投げ豪快に

服部三千代捌
服部三千代

ナォ入学の孫ランドセル自転車も美

観劇会もしばし御無沙汰美

茂
列を選びて宝くじ買う
夢だった頃がよかった一戸建た

雪山のぞむかくし湯の里た

切り売りの外国南瓜冬至なり茂

渋滞を横目に愛を告げられてた

茂

茂

わさびききすぎ涙ぽろぽろ美

反骨の沖縄知事を応援すた

久潤を叙す幼友達茂

ナゥ愛橋をそえて注ぎをり今年酒美

金扇に月光掬い天女舞い茂

人畜無害噂ばかりでた
謡本積む秋灯のもとた

誘いのベルに心みだるる茂

山田たか子

つまずいた石に払った授業料美

ロビーに流す曲はラ・メール

た

美

永坂博美
堀越茂子

ゥ火のあとを肌に残して備前焼

茂

祝の言葉汗をふきつつ

た

︵於・豊明中央図書館︶

紙吹雪浴び若者の春た

聞くもよし唱うもよしと花の宴代

平成八年一月十日首

平成八年一月十五日尾
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朱塗の膳に木の芽和添え
やこふね
朧月揺らし帰港の父お子
船

恋人追って北の涯まで

読むふりで欠伸こらえる夏期講座

茂

た

サロメチールを誰が匂わす

茂

エリートを射止めてみたし今度こそ

絵どころをそそる尾花に月明り
ばつた
蟆虫にちょっかい遊ばれる猫

美
茂

た

うすら寒む服をつめかえ旅鞄

美
た

不眠症とて大蔚なり

鴉が見張る畠の種蒔き

花の下流人墓の名は消えて

"

八富山・富山県連句協会ｖ

歌仙﹃今朝の冬﹄

われ思うゆえにわれ有り今朝の冬

寒雀寄る庭の植え込み

対局の観戦記者は息詰めて
取り柄といえば気の長いこと

二村文

滝沢尚

ナォ持ち寄りのよもぎ餅売れ午後のお茶

おばあちゃんまでキムタクが好き

返還の日の香港は予約済み

角をそろえて畳む広告

無精髭お多福風邪をもてあまし

砕氷船の行きつ戻りつ

タックルの勢いのままゴールまで

噛めば脂のにじむトンカッ

神様も二人の誓い忘れがち

喧嘩のもとはいつもやきもち

月の尾根影をくるりと風見鶏

﹁源氏﹂を訳す女史のやや寒
ナゥ美容院帰りに栗をもらい来る

鼻唄まじり犬とお散歩

凹凸のテトラポットに波しぶき

アクション映画真似る弟
花燗漫仮装の列に加わりて

白壁の道虻がもつれる

秤燕秘蓉十孟朋二十弐明露︵文音︶
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晩酌は定量二合月を待つ
休耕田に揺れるコスモス
ワ文化祭バザー模擬店沙翁劇
よりどりみどりつかみどりさせ
火遊びのつもりが罠にはめられて

野球チームを組める子宝
ラーメンを畷ると眼鏡すぐ曇り

運転免許真っ更のまま

おみくじはいつも中吉次男坊

愛馬洗えば月が水面に

トマト園ラジオはジャズを流しおり

肩書よりも夢が大切

師の小言ふとなつかしく花大樹

裳裾なでゆく風のあたたか

子人子人子人子人子人子人子人子人子人

人子人子人子人子人子人子人子人子人同

ハ習志野・習志野連句会その一Ｖ

歌仙﹃花栃﹄
鴇田秋甫手捌

花栃の白き焔をか︑げけり阿片瓢郎

夏草深き石の道標鴇田秋甫

灯台の沖に遮ぎるものなくて大野利丘
カメラを据ゑてチャンス待ちっ︑四十九院科峰

月昇る磯松いまに離れんと高橋渓声

雑布掛けて後の大の字声

ナォ嗽りに窓開け放つ理髪店平井千佳
陽に育くまれ伸びし三寸舟木栄
畳替えゐ草の匂ふ奥座敷杉本よしえ

水打ちて木々の雫に夕涼み甫
湾を跨いで虹のかかれる丘

異國の旅に眼の澄む乙女声

スーチー女史民主化運動流す汗峰

ハートル選手オリンピックへ甫

艶やかな民族衣装の美くしく江

松に月懸り家中開け放ち子
赤米の穂の良く育ちたる栄

ナゥ鳴子引き遊ぶ幼児の片言葉佳

秋暁の浜砂利の輝く藤代羽都江
ゥ医の勧む散歩の日々や草の花甫

平成八年一月二十日首

平成八年六月九日尾

︵於・淺間神社︶

秩父札所をめぐる鈴の音江
骨太の卒寿を祝ふ地酒酌む甫

カラオケバーにペアで入り行く丘
振りむけば幼ななじみの懐かしむ峰

恩師の計報風の便りに声

夜の明て窓辺の雀呼び交す江

具寄風に乗る船みゆる階峰
遠目にも奈良三山の花霞丘
春の日射に乾く上げ泥江

露座の大佛耳ぶた豊か甫

雪山をまるく写せる月天心丘
﹁ぐるみゆくし﹂てふお茶受け土産峰

枕許リュックを置ける子の寝顔声

旧街道の小さな旅籠甫

花追ふて北へ北へとふくらみぬ江

瞳輝く入学の児等木暮久子

26ラー

ハ習志野・習志野連句会ｌその一一Ｖ

歌仙﹃春の雲﹄
鴇田秋甫捌

光りっ︑蝶の翅や春の雲三輪青舟

野遊びの列弾む歌声鴇田秋甫

植木市ゼスチアーはでに英語にて四十九院科峰

甫

ナォショバ仕切る刺青男顔出して声

厚生不信いつまで続く江
九州場所大番狂ふ千秋楽江

酒騨一軒灯びともり

四年後を目指し流せよ寒の汗峰

渚に拾ふ速歩の夫婦声

人質も別れ別れの異国の地丘
鉢のベコニヤ部屋の眞中江

思はづに本音間かさる洋食屋甫

マラソン走者抜きつ抜かれつ江

法被の上に肩車の子高橋渓声

ひとつづっ移る田毎の月今宵大野利丘

ナゥ湯豆腐に男の愚痴の角のとれ佳

月蒼し元の静寂にもどる街子
公孫樹散りしく宮の大木栄

胸の炎をしづめてをりぬ峰

パソコン習ひ通ふ教室峰

虫鳴く径を背籠の重し藤代羽都江
ゥ手造りの壷に九年母投げ入れて甫

共白髪なれど待たる︑敬老会声

平成八年十月三日首

平成九年三月十五日尾

︵於・淺間神社︶

ショールの揺るる藤の坂道江

やがて芽をふく季節待ちっ︑丘

子離れと親離れ経て妻と吾声

花吹雪重文の堂屋根厚く甫

延長戦の同点ゴ−ル丘

富士山を一人じめして露天風呂江
寅さん逝きし柴又思ふ木暮久子
独り居に窓の明るく夏の月舟木栄
気のもめるま︑夕立まとひ杉本よし江
尾瀬沼を歩きし日日を想ひ出に滝口つね子

昼なほ暗き神苑静か平井千佳

一望の九十九谷は花の昼江

風車売る露店並くり峰
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八阿児・南草連句会ｖ

歌仙﹃くすり湯に﹄

あるじ自慢の新種のメロン

くすり湯にまぢかく迫る青嶺かな

ナォ羽衣の漁夫を夢みて三保おぼろ

噂の人はバイオリン弾き
駆け落ちす文壇雀逃れたく

種がちがふと夫婦いさかひ
ソーラーの自動車走る枯野原

たばこをやめてよりのいらいら
だまされてゐる探偵のはかりごと

酒に乱れず飲ませ甲斐なし
駅前にある英語塾もうさびれ

イラン人寄るセブンイレブン
﹁異常なし交代します﹂月天心

菊人形の袖はほころび
ナゥ南洋へ旅の広告冬隣

くり返し読む﹁神の刻印﹂
七冠の羽生名人も知らぬ棋譜
白子展べ干すふるさとの浜

豪邸の花見の宴に招じられ

秘蒜十二朋什に叩雷︵文音︶

アンッーカーに風光るなり
秤

267−

ほととぎす雨の気配によく鳴いて

二度も受け取る催促の文
月白に浮く村長の大和棟
田園荒れて秋も深まり
ブランド好みに夫ぴいぴい

ワ名水でダージリン飲む長き夜

信楽狸大きふぐりを

またしても炬燵の中で物ねだり
初めから賞を狙ってノンフィクション

朝晩祈るイエスキリスト
月涼し貝紫の帆をあげて

略駝にかくす金貨千枚

棒に振ったる厚生次官

けちな悪ばれ旧悪がつぎつぎと

里山丸く蝶の群れ飛ぶ

被災地の花生き返り満開に

島上

田野

竹け

1，

じ四じ四じ四じ四四じ四じ四じ四じ四じ

V』

四じじ四じ四じ四四じ四じ四じじ四じ四

八東京・猫蓑会ｖ

歌仙﹃深川﹄
杉内徒司捌
杉内徒

近藤栗

東郁
近藤蕉

心新たに集ふ松明

様変りたる橋のデザイン

城の門牛車ゆるゆる過ぎゆきて

船本士心

内田麻

ナォ遠足の小学生は黄の帽子麻

らんぽうに塗るちびたクレョン栗

樽酒を割りて開店祝ひたり紅

ＣＤになる細道の地圖肝

心敬の塚を掘る夢竹落葉郁

麦の黒穂をぽつぽつと抜く麻
後朝の鶏の空音にだまされる肝

手袋片つぼ落とす階段麻

沖はるか大島通ひ白い船郁

イタリー史書に埋もれる日々栗

競ひあふ教会の塔上る月肝

ふうせん葛ゅるる廃園麻

ナゥ百一歳翁息災ちちろ鳴く郁

すべてＯＫ孫のおねだり司

入れ替へる魔法の杖の乾電池肝

氣儘の旅に訪へる洛北郁
自轌車の籠に落花のふりつもり栗
浅鯏蜆を實りあるく声紅

︵於・東京江東区芭蕉記念館︶

平成九年一月十五日首尾
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深川や成るか成らぬか初懐紙

爽やかに弾く琴の優しさ

絹を縫ふ母の手許に月の射し

彼と同棲まだ秘密なの

ゥ秋ふかし土器投げて試す運
仲人も尊父母堂もレンタルで

買ひそびれたるポロライド株

土佐犬にして洋食が好き
五十年昔のことも語り合ひ
氷発見月の探査機クレメンタイン

冬眠泥鰭泡一つ吹く

予想外れる景気回復

外国の力士活躍めざましや
合掌の里に出遭へり花三分

招くが如き残雪の山

肝郁栗郁麻司栗麻紅肝麻郁紅子肝子子司

ハ所沢・俳譜工房ｖ

歌仙﹃島昏れて﹄
窪田阿空捌

り

園江りん女

空

ォ島昏れて空のあり処の花辛夷

帰雁の声に婆の焚く風呂
卒業の胸に大志を抱くらん
力いっぱい窓を押し開け
月天心城呼の消えし競技場
空

り

窪田阿空

新そば有りの下手な貼り紙

元エ

リ

ゥ石仏木の実が降れば笠かけて

ゴルフの球の転がりてくる

リ

リ

元エ

すれ違いコロンの香り漂よわせ

リ

女の虚栄ついて駆け引

雨上り軒に雫の宿の闇

応エ

リ

戦ぎしものに月の涼しさ
実盛忌寿永二年の夏とかや
尽きぬ話しに酒の買い足し

空

リ

元エ

り

いらいらとすれども貨車の小踏切

山の端をゆく春の浮雲

ひともとの花陰馬の噺ける
美しき霞の描いた絵模様

ナォノイローゼ治るとバーチャルリアリティ草間眞一

四十男がたまどっち買う空

出稼ぎがシャシを干してる飯場小屋

余生この身は憂き世離れて空

降る雪を名残りの人も眺むらん

さがに悶えしはんさんの舞空

いま時はホーム
ペイジで探す恋空
デカ

マフィアに向う刑事の聞き込み

どた靴が遺品となって箱の中空

共同流す遭難の報

月今宵どこかでギター弾いている空
友だち送る路地の露けし

ナゥ故郷のころ柿盆にころころと空

カウボイの帽子で写真とる広場

頬まだ赤い姪の丸顔空

土曜の午後の刻のうららか空

散る花の閑かさにおり留守居番

平成八年三月二十八日首

︵於・池袋茶房滝沢︶

幕が下りてく弥生狂言

平成八年四月二十日尾
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八札幌・俳譜寺芭蕉舎ｌその一Ｖ

誰癖り﹃閑として︵Ｋ％︲印︶﹄
窪田薫捌

窪田薫
姫野恭子
宮下太郎

別所眞紀子

賀

阿部みち子

ナォちりちりに雀がくれの彌生壼

塵俟もうもう霞ヶ關は

つつ

牙むけり即刻城中引き廻し

ほぞ

してやられたと喰ひちぎる膳

康

恭

澁谷道

原崎惠三

蜘蛛の原種を號珀とぢこめ

保存食縄文ポシェット愛らしく

菊の香のするサイボーグかも

の湖面をば鏡と見入る夏の月

︵祝﹁紫薇﹂創刊︶
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閑として碁を打つ寺やさるすべり
ぼん

リュックを負ひて歸省する坊
盆地より飛びたつ青き烏ならむ

鉄橋わたる鹿の戦傑

秤雄私轌一ユ朋二↓︲明雷︵文音︶

濡れ手で鞄老いのハイクワイ健

クディフィンスの技術破られ花散りぬ長沼都

一番實れるナイキいつまで章

をののき

軒貸しておもや取られし酉の市

ナゥ紅葉狩筋骨美女のお供して
杉野百蛇夫

四方章夫

葭の隙から牛覗きをる

ラムのカクテルどうも馴染めぬ
︑ぬるま湯に月を浮べて呑むもよし

中西ひろ美

村岸明子

できものあはれ感のわづらひ

佐藤千賀子

足立かほる

三栗健

ゥお留守です︒冬隣まで行ったので

人跡未踏神います山

ひと心しる術しらぬ朴念仁
先づ雪をくぐり時間をくぐり抜け

美
健

狩野康子

〃永様のあてなる京の花だより

薫

毛の生えかたもＤＮＡさ
よりを戻してつまむ草餅

道紀ち

八札幌・俳譜寺芭蕉舎ｌその二Ｖ

窪田薫捌

離職り﹃粘膜も︵Ｋ％︲垂﹄

粘膜も灰と歸さむに不如歸

酔ひが醒めてはそぞろ身に沁む

苦しまぎれに外す苗札

星野石雀
鈴木漠

ナォ啄木が蝉泣かせる韮も鳴く

園田夢蒼花

を

情報操作いともた易く

薗理惠

普段着のままでおいでと招待状

水鶏笛女子行員は蓄財す

中まり子

出物腫物所構はず

眠たくなりぬ春の夕暮

瑛

小出きよみ

明

新保昭市

飯野遊汀子

︵祝攝津幸彦 ﹃ 鹿 々 集 ﹂ 刊 ︶

秤轆坤軒至朋二秣一一一印零文音

はるのみなと

中野嘉弘

酸いも甘いも知らぬ存ぜぬ

刀濡れ衣は腰痛のもと大滿月
ゲッセマネヘと巡礼の秋

森俊彦

攝津幸彦
窪田薫
足立かほる

ナゥキイと鴫八十日で雪來るぞ

涼しさ堪能きしる骸骨
佐藤千賀子

定職を持たず書なか懐手

杖柱大黒柱棟上げて

狩野康子
村岸明子

〃弾んでる心に花の夢重ね

ワ無理とても紅葉の色を袖に入れ

ぞんぶんにやれ二五四三にて

菊田琴秋
田中榮子

手代ちまこま築地走れり
の龍膳の咲く林道に月今宵

連綿綴る目目扁蔚島昌一

横山いさを

ひいまご

長沼都
淺沼嘆
櫻岡素子

薫

平田眞理

曾孫を醤者にしたくて田圃冑る

漆塗りなり演歌人生

あと

威勢よく冬の怒涛を乘り越えて

轌迷開悟︑男去りにし

〃しかとしてしかとされてる花の後

とんびカラスも霞に消えた
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八大阪・俳譜接心ｌその一Ｖ

岡本星

歌仙﹃塩こぶを﹄

塩こぶを肴に酒を勇の忌︵吉井勇の忌︶
友永幹

岡本星女加朱

柚子風呂もらうもこころやすだて

鯨来ずやとみんなみの沖合を

石垣低きあの家この家

とり

俳譜行脚幾山河を

ナォそよそよと又そよそよと風が吹く

口から先に生まれた女

朝夕は持病の膝が痔きだし

着ぶくれにあらず重ね着ルックよと

こうのもるのう

あっさり振られし高師直
塀越して見事な松の一枝が

げにややこしき系図なりけり
あわれ香の失せてしまいし秋扇
つ

お神輿に雌きゆくは村役

眉月にまだ暮れ切らぬ西の空

漱石の髭鴎外の髭

蚤や風はどこへ消えたか

ナゥ明治大正昭和というも遠々し

同郷同志の説りうららか

春落葉ではなくゴミを焼く煙

花吹雪名に負う薄墨桜なれば

発車まぎわに駆けこみて乗る

秤鰄叱轌十垂朋匡朋誇︵文音︶
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ほら芒ほら団子よと月今宵
しきりに拝んでいるは蟷螂
ゥこっそりとしめし合せて稲架蔭に
おきゃんが急にしおらしくなり
男につくすわたしは魚座の女です

橋の挟に辻地蔵堂

旧正ともなればそるそるものの芽も

エープリルフールが誕生日とは

鉄棒に逆上りして春の月
骨折損のくたびれもうけ
あいそ

捨て猫がなきつつあとを追うてくる

ぶぶ漬でもと京のお愛想

番傘も下駄も大きく余花の宿
あそこもすっかり羽抜けし鶏

星幹星幹星幹同星幹星幹星幹星幹星子女

幹星幹星幹星同幹星幹星幹星幹星幹星幹

八大阪・俳譜接心その二Ｖ

居待﹃わが肌に﹄

わが肌にとりすがりたる秋蚊かな

岡本星女捌

岡本星女
歌川杜岳
歌川山黛

奥本詩流句

遠山の端にほのと月代

奥本花子

安田ただし

成田たかし

零余子飯地球もやがて人口過剰
寅さんひょっと来そうな町角
大雁塔へ拓本売りをかきわけて
ハンディホンの愛のアクセス
つま

夫の打つ鼓お経と間違われ

か

岳

奥本晋介

だ

田村佳津子

歌川美津

ふるさと

昔は足袋今地ビールを故郷は
ついでに水打つ木蔭の十薬
金鞍馬石据えたる床は二間半
じまんの味の鯛のかぶと煮

龍宮城へ往きて還らず

寒月下自作の漢詩吟じつつ

介

灘中学へ合格祈願

黛

だ

田村憲司

ポトマック河畔の桜花盛り

か

雪も溶ければただの水なり
足を引きずって帰り来恋の猫

カーナビゲーション渋滞教える

平成八年八月十日首尾

︵於・芦屋・山黛庵︶
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八大阪・俳譜接心その三Ｖ

出花﹃なにやらん﹂

葦生はてお

岡本星女

葦生はてお捌

いつのまにやらやみし春雨

林道子

なにやらんお物語りも夜半の雛
貼紙にこの絵の仔猫あげますと
じようよ
薯蘋まんじゅう蒸し加減次第

民岡照子

林由子

若林︑／えこ

岩尾美智子

星野鋲

おそろしき坊主地獄に夏の月

首抜浴衣で踊るお祭り

しっぽりと簾おろして屋形船

お

星

鋲

由

妓

道

同

昭︿

シえ

城跡の雪信長も歩みけん
柊の香のかそけくも昼

智

ただごとならぬ女の痩せよう
性倒錯パソコンネットの恋終る
パリの闇のどこかでまたテロ

包装の十重二十重解けば大吟醸

水琴窟のある美術館

小魚をくわえて鴫は高足に
いのこずち払えど払えど
賞品に箪笥の出たり花相撲

煙を吐いてＤ別は行く

平成八年三月十日首尾

︵於・俳譜寒菊堂︶
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木野本

八大阪・俳譜接心ｌその四Ｖ

平成八年六月十六日首尾

︵於・奈良奥山・月日亭︶

−27ラー

膝送

鋲

十二調﹃乙女はも﹄

絞りのハンカチもてあそびつつ

女
駆鋲星駆鮫星駆鮫星駆

星
長

乙女はも百合と化したる祭りかな三枝祭︶

奈良の地酒の銘は白滴

端渓の眼を呑まんず龍彫られ

今日はたこ焼売れ残る雪

クロスワードあと一文字が埋らずに

ジャングル温泉隣りは男湯

わらい絵のなんとあられもなきさまや

猫通いくる西鶴の墓

尺八を祇紗で磨く月朧ろ

雲井の雁に矢立取り出す

玉鉾の道に草蛙の緒を締めて

鈴星岡

八大阪・俳諸接心ｌその五Ｖ

岡本星女

葦生はてお

岡本星女加朱

死装束にはさくら小紋を

春は永遠の途中でありつづける

お

マャのエメラルドマスク冷まじ

雲はみな吹きはなたれて七日月

お

同

星

お
はやりもの

すさ

かっ払いやら人さらいやら

お

お

寒牡丹二上颪いとうかに
柚子湯熱燗芋章魚南瓜

星

同

星

八大龍王雨降らせたまえ

コンピューターゲームで馬の交配

炎々と應天門の燃ゆる絵巻

星

スキンヘッドもスキンドッグも流行物

ひと

星

L＝＝

桑原々々と逃げる孤っ家

春

濃化粧汗ばむほどに香りたち

三

宝船敷き海老さまの夢を見ん

︵於・俳譜寒菊堂︶

○あまり式目作法にこだわらない新しい形式︒

平成八年七月十四日首尾
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R

八横浜・俳譜田園ｌその一Ｖ

膝送り半歌仙恋づくし

﹃初懐紙
初懐紙どの晴着子にこころ恋
御慶に浮かれ逃すお目当て
ほんのりと酔ひて畳にのと書きて
バーチャルの月宮殿へギャル侵入

︵於・藤が丘地区センター︶

恨みながらも慕ふ春風黒住尚子

平成九年一月九日首尾

ことになる︒他に三︑四の発句で膝送りがぐるノ︑

と忙しくも楽しい一日である︒東京︑横浜は勿論鎌

が出る頃は丸三年も過ぎる︒中央連句会と共に一応

その趣旨を全うしっ塾あると考える︒

毎月第一金曜日午后田園都市線藤が丘駅前で例会︑

つマヲ

秘密の印数多絵暦

勝谷かず江

新絹まとひ想夫舞まふ

赤松よう子

倉︑逗子︑千葉︑埼玉それに大阪からも御参集であ

毎年初めの初懐紙は華やいで︑自然恋づくしという

加藤亀女
大島柳紫
沢田洋々
臼杵瀞児

る︒協会主催の超結社︑地域親睦のこの会も︑年鑑

浜辺日傘に寄るは赤蟹

挾みてや息詰まりてや汗しとど
酸つばいものを密か買ひ込む

蛭海停雲子

いざの台詞は灯を消してから

五十年巡り会ひたり女仇

鬼も哀れみくれる樟

東て月が何故か親しき間柄

お気軽に御参加をお待ちしています︒︵宵︶

おまじなひ確か多幸と約せしに

夢覚め独り膝を抱くとは

藍美範千美青
代
香子子晴子宵

ゥ竹伐りて彼の心の臓突き刺さん

若大彦福内中
松平坂永田尾

田川知
蒲原常盤
浅沼小葦
岩永極烏

はらはらと花か涙か悦色か

ーニ／／−

Ⅱ1■■■■

ハ横浜・俳譜田園ｌその二Ｖ

半歌仙兄﹃春目覚め﹄

大島富美子

中尾青宵
福永千晴
内田美子
臼杵瀞児

中尾青宵捌

土の香を上ぐ畑深鋤く

春目覚め部屋充ち溢る光の語

堤まで道ますぐなり月上る

岩永極烏

紙の雛男雛はやはり大きくて

ひと

晴

美

インジャリタイムノーサイド先
合宿もほっと浸かれる除夜の風呂

まなこ

魚は眠る眼あくまま

︵於・藤が丘地区センター︶

ひと隅に包丁塚や花しきり
オフェリア流る春の草舟

平成八年三月七日首尾

新形式﹁半歌仙兄﹂は半歌仙の物足りなさという

烏
児

る︒諸座にても試されど拡充を！︵胄宵︶

に近い︒凡て俳譜は味︑俳譜は自在のモットーであ

四句位の長さにすれば︑表に釣り合い興趣も壼きる

る︒裏を二︑四︑六句も伸ばし︑総二十〜二十二︑

宿命的な欠陥を充実するものとして考案実作してい
一邑

同

一百国

淑

宵
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ピースピースと噂るは誰

三五連れ立ち村は祭ぞ

金久保淑子

薬包を掌に祈る小社

宵

ゥ衛星の電波導く穴まどひ
酔ふたふりして女の懐ろ
切火して出でたる襟や裾挟

巨木亭々液の滴る

兵なりし父の面影セピア色

放ちたる少なの蛍月隠せ
バブル弾けた資産台帳
円高がせめて頼りの旅鞄
和牛がんばれ味を看板
半歌仙兄といふもの試みて

美烏児晴淑

ハ横浜・俳譜田園その三Ｖ

ナォ炉を塞ぎ広くなりたる祖母の部屋

岡本かの子読みかへしみる

漫画家をめざす予備軍競ひ合ひ

キムタクのあのＣ・Ｍに惑はされ

寒紅の口吸ひたくて候

歌仙﹁春うらら﹄

いい加減なるトランプ占ひ

標札も墓も多様に別姓と

埋火の灰かき上げるうなじ見え
大平美恵子

若松照代

地震又おきて電車止まれる

若松照代捌

ォ春うらら彩溜めて浮く千切れ雲

蛭海停雲子

彦坂範子

満月に二割引きする寿司屋とて

かみやせ
天高くして内お儀
椿たり

ナゥ胸病みし詩人住むとふ庭紅葉

︵於・藤が丘地区センター︶

野川を渡る蝶のゆらゆら

平成八年三月七日首尾
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連立ちて見る青春ロマンス

姉妹しづかに見入る雛の間
油南風汐の香まろく纒い来て

柴崎正寿郎

加藤亀女

危く咲ける崖の穂芒

範

宙心

マウンテンバイク五段切換へ
吊り橋を揺らしっ山の月を待ち

異国の人の視線まともに

ゥ末枯の野に犬解かれまつしぐら

昔を偲ぶ荒れし石碑

塀越えに打った特大ホームラン

垂云

範

受賞あまたな額の並べる

金髪を泣かせて見せる心意気

女

女

花守はあの木この木に語りかけ

あっけらかんと今日の風吹く
住専にそうはさせじと座り込み
インターネットで誘ふ居酒屋

郎

蛇の脱殻室生寺の階

幸一二

リストラで閑持て余す夏の月

女

宙心

郎

代

少し気になる預金残高

雨降れば雨も又よし喜寿となり

縁にやさしき鶯の鳴く

招かれて子の客となる花御膳

郎代範雲恵範郎雲範雲女雲女恵範女範郎

八東京・芭蕉記念館ｌその一Ｖ

歌仙﹃天の川﹄
萩谷悦子捌

福永千

彦坂範

萩谷悦

月宮殿へ高き階

ォ天の川無限の夢のよりどころ

あざやかに万朶の楓紅葉して
阿部朝
谷田男

宇咲楽︑

餡はいろいろクレープの店朝

ナォ鎌倉の切通し行く夏隣範

裾ひき現るる赤鼻の姫朝

ポケットに秘密の仕掛けドラえもん・男

からまれる身を闇と沈めて男

妻問いの道に淵あり舞う蛍冬

ローン重たき新築の家千

零の桁違う洋酒に悪酔いし範

心の自覚ＥＱという範

欠かさずに南無阿弥陀仏唱えます悦

渋柿のたわわとなりし月の庭男
障子を入れて子規を吟ずる千

ナゥはるかなる名峰凛と冬を待つ悦

名残りつきない香港の街範
鳩時計忘れた頃に刻を告げ朝

︵於・芭蕉記念館︶

飛行船ゆく初虹の下朝

しやぼん玉吹く留守番の児等男
花の彩校舎を染めて咲き競う千

平成八年八月二十八日首
平成八年十月二十三日尾
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博士の趣味は磁器の収集
古稀過ぎて来客楽し奥座敷

風鈴鳴らす一陣の風

ゥ技比べ板場総出の荒神輿
ドリンク飲んで俺は男だ
爪朱く模様も描いて気を誘う
いつまで続く愛のままごと
ホスピスのナースの祈り永久に

海底深く眠る戦艦

寒月光日本列島照らすらん
生き物探訪きつね︑凍鶴
七転び八起き自慢の大社長
さらりと書いて売れる自叙伝

淡墨の花に愚かれし花の女

霞の帯を流す夕雲

千悦冬範男朝男範悦朝千男児子千晴子子

八東京・芭蕉記念館ｌその二Ｖ

歌仙﹃女の座﹄
中野稔子捌

阿部朝

谷田男

中野稔

雪見障子に写る烏影

葉牡丹の渦ふくよかに女の座
篠原弘

棹さす人のねじり鉢巻
福田芙
成田淑

ナォオーロラの幕に息のむ春の夢朝

空港で待つミルクコーヒー芙
雑踏をするりと抜けて屋敷町芙
憂国の士のまたひとり逝く男

はみださるおしくらまんじゆうお年頃澄

炬燵寝すれば浮かぶ悌朝

妊りしこと産土神にそっと告げ芙

低血圧に悩む看護婦稔

慰めてあとは酔ってるロゼワイン弘

玩具の猿のたたく小太鼓澄
月遅く海刻々と鎮もれる朝

ひしこ

寶棚の鰻干個ぴていし弘

ナゥ菊枕仕上げて母に送らんと芙

芸一筋の白寿万歳稔

金時計後生大事に玉手箱弘
総出で山を焼いている村男

願い込め地球を巡る花使節淑

平成八年十二月十日首

假名美しき蒼帝の文朝

︵於・江東区芭蕉記念館︶

平成九年一月二十二日尾
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酒々と大河の響き弥栄に
説えたような良夜となりました

街にあふれる秋の彩り

うしろ姿の性別は謎

ワ穴まどい自作自演のファッションショー

宿のレシート消費税付き

透きとおる少年の耳朶かるく噛み

西も東も原点の罪

何となく叫んでみたいムンク展

矢倉澄

猛獣の水を欲ふれる夏の月
髭の歩荷のあとに従きゅく
晩涼にひびの入りいし野の仏

宇咲冬︑

エイプリルフール身がまえてみる

城祉に残る歌の継がれり
墨俣の日吉出世の花を賞で

芙男稔子芙男朝芙淑朝芙朝美紗子脩児子

八東京・芭蕉記念館ｌその三Ｖ

歌仙﹃牡丹の芽﹄
ォ銀閣の白き砂より牡丹の芽

かろやかに着る淡き春服
烏帰る中を帆船沖さして

三枝霧子捌

三枝霧子
萩谷悦子
川上綾子
臼杵瀞児
瀞

彦坂範子

くるくる廻る電波探知機
月上る新世紀まであと四年

運動会の万国旗ゆれ

森岡葉子

瀞

杓子定規の性格はいや

中村ふじ子

ゥ破芭蕉悪びれもせず破れおり

絵手紙に想いのほどを大胆に

松澤晴美
霧
瀞

教師にばれて結ばれる縁
オムレツか半熟卵か目玉焼

範
葉

台湾栗鼠の殖えし鎌倉

出水騒ぎのおさまるという

宇咲冬男

竹風鈴時折鳴りて月出ずる
長老の威の正しさに夏凉し

範

満
悦

裁判所前巡査立礼

名苑に文化交流花の席
おたまじやくしにはや手足あり

ナォきらきらと八十八夜の陽の眩し晴

俟をかぷる南部鉄瓶ふ

啄木のオルガンの鍵剥れおり綾

死者を囲みて刻の流るる冬
結局は何もなかった親の財悦

スコールどっとジプシー広場ふ

口に薔薇ドレスのひだの赤く燃ゆ冬

殺し文句が続く後朝悦

水槽に飼われるものの影ゆれて冬

こころを癒す環境ビデオ葉

お酒とは猿から教えられたもの範

神の岩戸に東みる月光晴

ナゥ黒帝の古武士の軍の進み来る悦
ベートーベンのトルコマーチよ晴

窓に干す洗濯ものの風はらみ晴

ひとり静かに珈琲を飲む綾

花燗漫玻璃のホテルの彩映えり霧

平成八年二月十日首

︵於・江東区芭蕉記念館︶

昏れかねる日をしばし観照冬

平成八年二月二十八日尾
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八東京・芭蕉記念館ｌその四Ｖ

歌仙﹃河童鳴く﹄

河童鳴くウォーターフロント朧かな

汐の香ほのと肪う海苔舟
行く春の心象画布に塗り込めて

紅茶のポット暖めている
十六夜のいつの間にやら天窓へ

呵々大笑と石榴割れいし
ゥ盗みたる猿酒隠す元教師

マザコン故に旅伴えず

福永千晴捌

福永千晴
田川知
宇咲冬男
平沢茂雄
新井世紫
須佐薫子
薫
冬︑

知

千

千

林の中に白昼夢消ゅ

観音のほほえみさえも恨めしく

飲みかけの薬いっぱい小抽斗

茂
世

知

鵺を怖がる少年の影

千

秒を単位の番組作り

オートバイとばしてセブンイレブンへ

茂

月涼し日本書紀にも箒星
レンジでチンのおふくろの味

薫
世

こうるさき一茶の花のさかりなり

霞たなびく朝の山脈

ナォ若鮎の激流のぼるあまたたび知

少女のミイラ楼藺を出づ薫
商隊は最新鋭の武器誇り世
湧き立つように祝宴の歌茂

大臣も親馬鹿の顔のぞかせて薫

寒夕焼の残る球場知

遠火事に怯えたふりの別れ際千

寝物語の枕濡らしつ茂

讓られし男讓りて女将の座薫
血豆の跡が小さきほくるに知

媚のいのちも露と月の道千
早稲の穂重き頭垂れゆく世

ナゥやつしの美点前に添えて風炉名残薫

携帯電話しばしオフにす世

時節柄ご自愛の程よろしくと知

雪解雫の止まい北国千

黄金週間くもりのち晴茂

花誘う奥社の千木のかがよいて冬

︵於・東京江東区芭蕉記念館︶

平成八年三月二十七日首
平成八年五月二十二日尾
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八岐阜・巴世里連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃初秋の月﹄

同行二人笠に置く露

ォ初秋の敦賀へ月を見にゆかむ
テーブルに団栗独楽の回されて

母の小言の懐かしき声
裏庭に静けさ戻る夜の蝉

安藤美保捌

大野鵠士
藤塚晶子
村瀬仁子
清水貴久彦

士

松尾一

各務恵子
大竹恵子

仁

岩清水にはビール冷えたり

ゥ食堂の屋根の看板書き直し
処女詩集には誤字が一杯

各恵

日申

仁

大恵

保

士

彦

日明

純情をまた売り物にすり寄れば
アダムは老いて立ちくらみする
イタリアのパイプオルガン陽を弾き

狸が遊ぶ山の廃校

冬の月終着駅に仰ぎっっ
あばよと言ってフーテンの寅
公園デビュ−いつにしようか

隣には干渉しない団地族
花屑を踏むを惜しめる雨上り

街のかなたに春の虹立つ

誘拐犯のアジト突きとめ晶

ナォ蝶を追ふ子供の姿どこへやら増田智子

新聞も読まず駆け出す月曜日大坪洋子

給湯室に女三人智

頬を寄せれば近き雷各恵

ＡさんとＢ子さんとはＣだって士

数へ間違ふ金刀比羅の磑

パソコンに入れし恋文全部消え彦

新党に加はる人は幾人ぞ各恵

あすの姿は読めぬアメーバ士
羊歯を食む恐竜のそり海に月洋

ゴールドラッシュパラリンピックは晶

発掘作業刈田起こして
ナゥ盲ひたる僧の好める秋の茄子彦

御用達なる虎屋羊葵彦

祝日に国旗を揚げる家もなく各恵

︵於・柳ケ瀬羽酒︶

春の便りに想ふふるさと智

久々の語らひはづむ花明り大恵

平成八年八月十日首

平成八年九月十四日尾
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人岐阜・巴世里連句会その二Ｖ

歌仙﹃秋興﹄
ォ秋興や巻き足して聴く蓄音機

山を離るる青い夕月

岬へとまだ雁の続くらむ
分校の子ら今は二十歳に
うたた寝を煩はされぬ独り住み

ししやもを灸り開く新聞
ゥ広告の毛皮のコート欲しくなり

清水貴久彦捌

村瀬仁子
大野鵠士
安藤美保
各務恵子
大坪洋子

仁

松尾一

洋

保

ブレーキの音はいつものあの車

洋

宅配便の走る街中

今は気配も許せないのに

士

振り向いた刹那に唇を奪はれて

百万円の贋の浮世絵

宙心

仁

月までもとろけくづるる熱帯夜

祇園祭を終へてちりぢり
結党も党再編もままならず

保

宙心

保

傘を持たぬに降り出せる雨

千年の老木今朝も花粧ふ

仔猫の欠伸うつる障子戸

ナォ草餅の味なつかしむエアメール仁

目を開けたればドーバーの風士

寄せ返す波の曝きとどく宿仁
そしらぬ振りで本当のこと保

子も育ち今さら妻といふ座など士

冷めし珈琲君と飲む夜恵

降りやまぬ雪に閉ぢこめられたまま保

まだ家の中節分の鬼保

長々と借金取りが居座りて

ギプスの足を物指で掻く仁

ロケットの届くか月の弓繊し保
全勝優勝飾る秋場所
ナゥ父母の墓の後ろに錦木を士

白き翼の頭上越えゆく恵

今日もまた雲の生まるる伊吹山恵

街道沿ひにさしも草売る

花だより貼り出してある無人駅清水貴久彦

平成八年十月二十六日首

︵於・柳ケ瀬羽酒︶

堰を跳びはね上る若鮎

平成八年十一月二十二日尾
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八八戸・八戸俳譜倶楽部ｖ

関川竹四

歌仙﹃耳裏に﹄
耳裏に風のささやきみどりの日
大橋たつを

関川竹四捌

若者集ふョツトハーバー
売店のジュースの缶が品切れて

夕日の影の長くなりけり
ビル街の空のはざまに仰ぐ月

ゥ三姉妹寺詣でする萩のころ
こもごも語る思ひ出の数
思慕いつか愛に変りし俄雨
右に左に揺れるワイパ−

美

を

尚

星野佑美
橋本惇子
山田光湖
野田尚
山下節子

ここからは旧街道の尾根伝ひ

節

夜勤帰りの肩の露けさ

関所の趾の立札を読む

美

惇

湖

能舞の果ててしらじら冬の月

葉を落したる大檸聲っ
境内の鳩と遊べる昼下り
ふるさと誰り懐しく聞く
満開の桜の下に園児群れ

節

湖

惇

尚

おたまじやくしは蛙の子なり

ナォ道端に山菜売りの婆がゐて美
予想もつかぬ明日の事など湖

年甲斐もなく心ときめく湖

ファックスで胸の炎を告げられてを

車窓間近に富士の白雪を

シーソーの親子に白い雲流れ惇

台風の夜の町へ消えたり尚

関空に毛皮の二人降り立ちて節

一献の酒格別とする湖

星取りの晶眉力士が今日も勝ちを

途切れ途切れにこほろぎの声惇

それぞれに供華を持ちより月を待つ美

坊泊りして勤行をする尚

ナゥ秋袷淡きを選び旅仕度節

川のほとりに苗木市出て美

顔寄せて土産物買ふ老夫婦湖

︵於・山田光湖宅︶

うすずみいるの霞棚引くを

ぼんぽりに灯の入りばなの糸桜惇

平成九年五月十四日首尾
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八松本・花野連句会ｖ

歌仙﹃冬紅葉﹄
上條絹子

小出きよみ捌

冬紅葉敷き積む中や椅子一つ
小出きよみ

絹

前沢エイ子

布山翠

風やはらかく垣の小春日
遊ぶ児を呼んでゐる声弾みゐて

今日の活力梅茶一杯

エ

翠

はやばやと月見団子を丸めをり

秋草を踏みびく下げる人

み

全

ゥ旧制高校跡をもみづる大いてふ

マルクス諭が恋の仲立ち
童貞と言へば処女よと言ひ張りて

エ

０１５７旅行とり止め

エ

翠

絹

ゆくりなく賜ふ一服月涼し

翠

絹

大道芸のピエロ熱演
俄雨一目散に走り出し

祖父の代より祭大好き

エ

絹

全

ジェット機の音長く尾を曳き
サラブレットを愛す子よりも

樟脳の香り残りし花衣

寺井に春の水の溢るる

開通を待つ安房とんねる絹

ナォ遠足の小学生の飛び廻りみ

ＣＤのボリューム上げて注意され全
追っかけギャルを追っかけるママみ

凍蝶を掌に息かけてやり絹

冬日和バイトの人力悼夫が駆け翠

何時まで続く三角関係絹

往年の全共闘我今は政治家エ

舞台にはおかめひょっとこ腰振りて翠

鴉出没街のゴミ箱絹

山の端に昇り来る月城照らし翠

夢追ひびとの夢紡ぎつつみ

身に入みる夜の李白独酌エ
ナゥ芒原奥より白き手の招き絹

卓上に茶菓の用意の出来てをり翠

釣の土産は魚屋に寄り絹
テニスの球を隠す若草絹

︵於・長野ソーマ会議室︶

ポトマック河畔の花を見たきものみ

平成八年十一月九日首尾
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八大野原・燧連句会ｖ

半歌仙﹃場雲雀﹄

植松晴子
久保頼隆

植松晴子捌

枝ゆらゆらと芽吹く金棲梅
米谷千代子

借景の山脈越へし揚雲
雀
まんさく
井下未一
代

キャンデー賞味和やかな会

隆

汐干狩子等競ひつっ日の暮れて

ちんちろりんを探しゆく道

トタン屋根照らし大きな月登る

代

窓辺で唄ふ憧れの女

代

代

隆

ゥ栗飯を炊きて重詰配達す

原爆ドーム世界遺産に

赤い糸カセット添へて置き呉れし

政治改革何故に遅々たる

人呑みし川の流れは今もなほ

隆

代

晴

晴

滝に落っ月光ゲ青く笛を吹く
冷えたビールでまづは乾杯

代

八卦うらなひ街に氾濫

消費税上げる事のみ談合す
むぐら

葎若葉のしげる城壁

花を掃く尼僧の指に光る石

平成八年五月七日首尾

︵於・青少年育成センター︶
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ハ所沢．Ｂ面ｖ

歌仙﹃春の旅﹄

細りし脛が灸に耐へをり

ナォ御忌の寺若き住職愛想よく

冷蔵庫あさりつくして妻の留守

三時かと言ひて寝返る男の背

素肌をすべるシルクシュミーズ

ワナナハンは信号を無視雪の街

靴間違へし短日の客

つれづれの古レコードに針ゆれて

うしろ姿の猫がひっそり

芽木の庭月に香のあるやらん

灯

則

灯

内田さち子

灯

則

純

日高美灯子

鈴木アヤ
名古則子
小林純子

花咲けり天地の恵息づいて

陽の匂ひするシーツた塾みぬ

マチスの赤と酒落た構図と
カレンダー娘がつける二重丸

楓々と広き野面をわたる月

根深たっぷり浮ぶ味噌汁
奉納の黒川能の笛凍てて
少子社会の末憂慮さる

名古則子捌

こはれた愛のかけらつぎをり
盗聴器かけられたとは迂潤なる

ち

則

偽痩せクリーム呉れる彼なり

紙を吐き出すファックスの午後
平和すぎる心の隙間ラヴァフェア

中国衛星どぼん海中

則

春の旅まづは開かむ鱒の寿司

月淡く凉しき酒となりにけり

純

平成八年二月二十一日首尾

鯉悠然とあた封かき池

めぐみ

来し方はひとり芝居よ身に沁みて

瓜坊の縞うすれゆく頃

そこそこのところで決める御良縁

甚平似合ふ物識りの老

︵於・名古宅︶
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とりとめもなき会話のどけく

人寄せに﹁漱石の脳﹂展示され

ち

灯

純

文この辺で筆をおきます
引く鴨は花の波間を浮き沈み
触れ大鼓行く街のあた蚤か

純則純蚤則純則灯ヤ則ち純ヤ則ち灯ち則

渡部伸居捌

照水光静伸

八松山・東松山連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃腕白に﹄
腕白に孤独の日あり半仙戯
暮れかねてゐる広き校庭
煉瓦壁伝ふ蔦の芽見え初めて

ナォ長閖なる子規の横顔レリーフに波

前こごみなる債メある如居

大漁の旗なびかせて船帰る幸

映画のロケに港ざわめき水

た

誰が噂したるか廩とめどなく波

雪合戦に子等は喜々とし水

出迎への車混みあふ退社ベル幸

認知を迫る若き愛人光

単身の課長弱みを掴まれて波

金の延べ棒拾ひしは夢居

月昇り眠り落ちたる峡の里水

音も美しき鈴虫の声居

ナゥ芋を掘る畠此処より大洲領幸

豊年踊り手振りをかしぐ波
民宿の膳に並びし山の幸光

縁であきなふ行商の母水

花の宴見ゆる通りを遠く避け居

︵於・松山市小野公民館︶

はるかの空へ消える風船光

平成九年二月十八日首尾
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読書楽しむ一刻の暇

硝子戸を磨きて待てる月今宵
鹿ましぐらに笛へ駈けだす
ゥいま将に時代祭のしづしづと

肩寄す君のお手のやさしく
逢ひたしと届きし文を抱きしめ

リマの桂桔解かるるはいつ

耳底に遠き潮騒よみがへり

旅の途中の路銀幾許

短夜の月を肴に酌み交はし
ワイン色なるギヤマンの皿

錫杖に指されし彼方塔高く
老いの日課の鳩に餌をやる
思はざる花の盛りに行きあひて

快気祝ひととどく草餅

高池井小渡
瀬川手倉部

幸光水居光波水居波光幸波居幸穂子波居

八松山・東松山連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃嫁が君﹄

初釜の湯になじむ松風
野間予

渡部就

戒能多

春らしく装ふ孫の訪ね来て
紀伊野

神棚の灯影やや揺れ嫁が君

教はりながら作る紙雛
田中春

ナォ未来への遺産語れば暖かく多

骨董売れて売れぬ古本予

菓子を盛る織部の皿の斬新さ成

あっけらかんと癌を告白就
雪まつり北国の旅満喫し春

岸辺に集ふ真鴨鈴鴨多

消費税与党野党は榛めに操め予
しなだれかかる髪の匂ひよ成
筥迫に枕草子をしのばせて就
パッチワークでつぶす休日春

月は今薄墨色の雲を脱ぎ多

乱れし萩の叩く杣小屋予

ナゥひとりでは抱へきれないどて南瓜成
よろめきつつも切りしシャッター就

海外の友と連句も夢じやない春

電子の波が運ぶ情報多

そのかみの吉野の花を祐佛と予

︵於・小野公民館︶

かぎろふ空に放つ風船成

平成九年二月十八日首尾
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誘はれて仰げば月の朧なる
プラス思考で気分ルンルン
ゥわがままな子が賎たる﹁たまごつち﹂

群れて羽蟻の玻璃にぶつかり

堤防の工事遅々とす梅雨出水

想ひ切なく狂ほしきほど
先生がよもや不倫に走るとは

返還近き香港の街

屋根毎のたつき鎮めし望の月

精霊舟をさざ波に乗せ

野猿等は紅葉の山に戯れて
吹き飛ぱされしジョギングの帽

舞扇はたと忘れし花の下
酌み交ふ中にひそむ舂愁

春成就予舂成就多予春就成多紅成志子喜

京径信郎郁京径子郎郁径京径郎郎子京径

八二見・日の出連句会ｌその一Ｖ

正郁於卯

山根於京捌

中

半歌仙塁異風や﹄
薫風や檜をはっる斧の音

産地直送予約新米

古井根辺

中井信

平成八年六月六日首
平成八年七月四日尾

︵於・山根於京宅︶
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峡の秘沼に群れる軽鳧の子
久潤の客に氷菓の溶けもして
くゆらす煙草話題変へたり
むら雲にかくるる月と星一つ

鐘が合図で開く朝市

ゥ通院に慣れし小径の赤とんぼ

捨てる恋あり拾ふ恋あり

現代っ娘あっけらかんと見合して

群衆寡黙に歩み去るのみ

カジュラホの遺跡官能美に酔ふて

猫を抱きて炬燵はなれず

遠火事もおさまる空に月高し

沖縄基地の返還はまだ

名刺など要らぬ余生も二十年

無心にまへる双っ蝶々

能舞台静寂ととのふ花の宮

世松山御

八二見・日の出連句会ｉその二Ｖ

歌仙﹃漁火﹄
山根於京捌

松井郁子
御辺卯径

漁火の浮き沈みして冬に入る

石蕗の色濃き名勝の句碑
郁

隆

戸田隆子

径

一泉

径

一思

郁

郎

郁

山根於京

中世古正郎

人来ればいつしか談議炉に寄りて

絵筆を選び古稀の手習ひ
堂々と満月照らし今日の月

煙のやうに稲雀飛ぶ

ゥ浅漬を残して発ちぬ母は旅
ぬくもり残るシーツ洗濯
岩田帯今はガードル楓爽と

相合傘で下る坂道

ふるさとに帰れば見合話あり
狛犬さん﹁あん﹂狛犬さん﹁うん﹂

吊橋の瀬音も更けて月凉し

扇たたみて言葉少なに

汚職の輪廻いま厚生省

径

郎

田島竹四

一片の花もろともにワイン干す

郁

朝昼を麺にて済ますバイト生

独り吹かるる夜のふらここ

ナォ子遍路に塔見えたりと励まさる四
志摩のエステはオフのサービス径

初恋の頃に仕舞ひし宝物郎
課長部長と出世コースを四

年の差を先生と呼ぶ妻がゐて隆

デッサン直す絵画教室京
窓の灯に合掌作りほのぼのと郁
まづ老人の家の雪かき径

風邪薬重ね飲みして夢うつつ京

ジャンボ宝くじ只の紙きれ郁
悪友に決意の禁酒破らさる京

豊作ホクホク柿のなり年郎

ナゥ見ゆるもの皆美しく十三夜径
卑弥乎の塚へ佇ちて身に入む径

温泉が村に出でしと人の列郁

コマーシャルソング春風に乗る径

登り来て万朶の花の色に酔ふ郁

平成八年十月十日首

︵於・山根於京宅︶

爺悠々と棚田打ちをり郎

平成八年十二月九日尾
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ハ川崎・菱の実会ｌその一Ｖ

歌仙﹃杜藻忌﹄
中尾青宵
関戸逸朗

中尾青宵捌

杜藻忌やそるノ︑四輯出す話
繰り返し立ち滝れる夜長茶
ちぬ

巌涼江

トマトの箒が運ぶ夏の香

早風呂を沿びて涼しき縁の先

朗

江

野田満水

寺田喜八郎

大木圭蒐

黒鯛の引く力の竿を満月に
尖った岩が足のふんばり

他所の会では物を言はざる

女

暁

水

宵

蒐

加藤亀女

清

八木紫暁
若松照代

一旦ロ

ワ裸足にて踏ねる子都会育ちにて

抱きか鼻へ一杯呑まうと宿の前

息継がせてよ胸が苦しい

党首選びに払ふ千円

軒の端に不思議見る鳩たぢろがず

下弦月イチローどんな年の暮
冬至かぽちやは病知らずと
島隠れ貧しき果ての自在さに
春の虹さへ買へば買ふなり

桐箱の裏描く金鶯

花くじり連歌一巻届けらる

ナ敵国と菜の花畑境なし情
時々錆びた刀など出る朗

婆の葬儀に泣かぬ者なし蒐

村里は今も情けの厚くして代

遠会釈両の笑窪のくっきりと宵

あんまり薄いブラジャーは駄目江

天井の飛天あれまあ窟床も暁

鎌倉住みは谷戸の風韻喜
時烏雷亭は蕎麦処なり女

走り書きて読めぬたまづさ朗
月の量浮世の塵を払ひ兼ね代

民生委員引き受けの秋清
垣根の隙に移す茶の株水

ナゥ豊年の祭り噺子に出はらへる暁

このごろは無色無臭の化粧品宵

平成七年十一月二十二日首

︵娠令罎訓蝉跨蓮音︶

ビルの足場を女鳶職江
貯木池花は筏に流れ込む朗
蛸斜驚きて沈む水底代

平成八年八月八日尾
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八川崎・菱の実会ｌその二Ｖ

半歌仙﹃小さき天地﹄

寒木瓜と小さき天地福寿草

加藤亀女捌

中尾冑宵
蒲原常盤
大島柳紫
加藤亀女
宮沢敬男
西関清

月に棲むものいろいろやお国柄

サスペンス買ふ駅の売店

︾﹂

たどたどしくも琴の弾初め
生卵娘が付けくれて旅に出む

うすばかげろふ貰ふ羽衣

巌涼江

手力女の怪しげな眼

江

大木圭蒐

ゥ奥入瀬の流るシ紅葉魚の跳ね

酌をする指先傷か絆創膏

紫

満

女

盤

清

蒐

男

宵

宵

まさぐる数珠の玉二つ増え
息こらすときに水晶時計鳴る

皇帝の憂国境の騒
筵に嬰が遊ぶ穀象

城崩れ骸を照らす夏の月
老犬はゆっくり配達夫を迎ふ

シャンパングラス映える春虹

百年過ぎて還す香港
高楼や千万弗の花の望

平成九年一月二十九日首尾

︵於・菱川クラブ︶
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八川崎・菱の実会ｌその三Ｖ

獅子の子﹃椎の実は﹄

椎の実は少し焦げしが美味かりき

中尾青宵捌

中尾一月

野田満

巌﹄紀

清

霞遠くの鐘は何

︵於・菱川クラブ︶

半端な気分はない︒表裏の重さのバランスがとれ

偶々同じ十八句になったとしても︑半歌仙の中途

い月例会など︑時間を気にせず作れる利点がある︒

たいとき︑早く裏に入って諸制約をのがれ遊びた

発句が軽いときや表を必要不可欠な四句に止め

総句数十六〜二十句位︒

上り︑尚名残四句付加する︒︵四％又は四％四の型︶

限り続ける︒一花一及至二月︒時に裏を切りよく

裏の長さを自由に興の続く限り或いは時間の許す

曲﹁獅子の子﹄形式は︑半定型︒四句で表折り返し

平成八年十一月二十七日首尾

刻

るからであろう︒︵冑宵︶
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朗水江宵
宵江蒐江宵水男朗清宵男蒐

秋の時雨に付句ほちぽち
月待つ間ふと幻の横切りて

沢木関

関戸逸

敬圭

取り出す袋笛の一管

インタヴュー受く汗の垂るま易

ゥ稽古着の青年姿凛々しかり

左乳房に彫魚ある知る

椰子蔭の会議たくらむ早仕舞ひ

極道の姉御惚れたは命懸け

引退の馬綿子夕月

川風の中竿を忙はしく
短か日の烏は塒へ西の山

懐しき帽子の掛かる店の内

どこか儲かる話無いかな
砂漠には億万年を寝る油
黒いチャドルの瞳鋭く
お庭番花見の酒に生酔ひて

宮大西

情

八東京・ＰＣ劃脚騨祁その一Ｖ

歌仙﹃蝉生るる﹄
椿無耶捌

木原閑

花咲丁

椿鉦小

滝沢瀞

円柱の列蝉生るる朝かな
白耕ベストセラーを買はむとて

雫ひとっぶ弾む青草

すれ違ふひとべんと箱鳴る
日下縄

佛渕健

海野海

ナォ雛納め浪人の子のテストの日坊

地蔵が辻の赤い前掛文

数へ歌唱うてお夏指を折る砂

いざ生きめやも君が意のまま風間とんぼ

風呂上り塗りたくりたる天瓜粉幽

宇宙はるかに笑ふＥ・Ｔ耶
諸々の禽獣来たれ方舟へ砂

眼光燗と号砲を待つ曽我部雅辺
将軍の残せるウオトカ抱へ込み悟

＊エクス・リブリス柄は危な絵林宗海

初あらし円月くらり裏がへす砂

をわら踊の胡弓消えぎえ悟

ナゥゑのこ草旅の心のかそけさよ海

鳩山新党なるかならぬか幽

このかみの気儘どこまで七歩の詩砂

畦に腰掛け豆腐田楽文

︵於・呼沁訓報趣儲ネットワーク︶

幹雄朋珂甲誇電脳文音

花の里造り酒屋の蔵の屋根辺
冨士と筑波を霞みわたせり砂
秤鰄

＊蔵書票
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この度も月を肴にする談議
ゥ鵲鵲の尾のひたひたと水面うつ

杉浦兼

挾む栞は楓もみぢ葉

すっびん女優降りるバス停
愛憎の人差し指で撃ってみる
ほどよき米の研ぎ加減なり
ネクタイは時雨の街に置いて来た

熊の世話してサーカスの月
霜焼のこどもなだめる窓明り
砂糖たっぷり紅茶あつあっ
モジリア｜一つくづく首の長きこと

天主堂より湾を眺めて

春椎茸の採入れを急げ

紙飛行機放てる空に花ふぶき

幽越那砂文幽悟文坊砂越砂文悟越幽那耶

八東京・ＰＣ罰卿塾祁ｌその二Ｖ

賦花歌仙﹃杏﹄

ナォ陽炎に燃え立つ如き時計塔幽

さんざ試験にこけた学校耶

幾千万儒者げに修業を積みしとぞ辻杏奈

笠竹抜きて背中掻きけり砂

ももんがぁベランダ越えて跳んだりや耶
日下縄文
花咲丁那

日下縄文捌

峡にも青田波を打つ頃

烏見の衆が厭う物音奈

書き寄越すモスリンの色綾目にて

椿無耶

案ずれば雨を連れ来る南風
左右がおなじ顔のデュエット

酔ひどれに月を肴のはぐれ刑事秦野桃子

暗殺指令真相は闇ぽ

秤

︵於・呼沁コバ趣圃ネットワーク︶

︾十詣朋千明露電脳文音

うちの階段勾配が急桃
にせものの花も正花も花の宴悟
伊豆の春山帰来る烏耶

破れジーパンじ−とりと冷え耶
ナゥ霧の海まだ朝早き釣り船に桃
まあ上がれとて肩などを操む悟
老い笑ふ孫や浬瓶を取つとくれ文

禁欲は毒だ自ら範を垂れ坊

乳房手にとりがぶと噛みたし奈

冒険の性懲りもなきお姫様ぼ

澄み渡る空と池との月の影

風間とんぼ

耶

滝沢瀞越
杉浦兼坊

木原閖幽

新酒酌みつつじゃらす三毛猫

木綿豆腐は何の意味やら

坊

越

ゥ床しきは函のはじかみ買ひし人
誘はれてフリーぢゃないのと知らん振り

指輪は左手の薬指

那
耶

海野海砂
幽

清掻のあはれいや増す小路にて
神社のお告げみこもりで聞く
御即位さまたげ奉るおほけなさ

雪に月明功は急ぐな

坊
那

佛渕健悟

三歳の白馬いななく競馬場
露西亜マフィアがしやしやりでるなり

坊

道化師は帽に花屑つけしまま

春の日永を泣き暮したる
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八東京・ＴＣ罰卿畢卵ｌその三Ｖ

歌仙﹃祝吟・春一番﹄
花咲丁那捌

コーヒー党にも紅茶党にも

Ｅメイル乗っ込みの報届くらん

余寒にきりり座る庭石
滝沢瀞

佛渕健

宗我部雅

木原閖

椿狂小

降りそそぐ月の雫をこぼす玻璃

杉浦兼

二百十日は白河の関文

ナォ空き缶の快走艇は曳かれ行き悟

⑳国且団望冨①鳴らす鬼灯耶

そわそわと図鑑かかえるキノコ採り悟

西行の書というはまことか辺

月読尊を待つと猿の言い坊

顔知らぬいとこが仕切る形見分け悟

水牛の角鼈甲の玉文

時々は牙剥く北の政所坊
選挙速報球場で聴く文
いまさらに﹁ニホンゴキトク﹂雪催い耶
留学生がっつく闇鍋辺
高歌放吟放屈許さぬ坊

ナゥ酒だけは上品に飲むならいにて辻杏奈

雪代岩魚鰭輝かせ文

母刀自の写真の背はまつすぐに耶

︾十一一朋十注肥雷電脳文音

くすくすと声して花の道祖神悟
朝寝に夢の千句成りたる執筆
秤

︵於・や沁訓ｗ睡圃ネットワーク︶
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春一番猫迷わせて城やぐら

目にてまず知る秋冷の候
ゥ文化祭すこしだけ髪切ってみる

ぬらりくらりとはぐらかす彼

幸せにできない男なんですよ

銃声５発響く国境

花咲丁

吉澤藺

綿々と父祖が育む蜜と乳
お伽話にねんねこの子も
鶴渡る空に探せし二日月

巡業の旅鈍行でゆく

日下縄

駅舎には必ず酔っ払いがいて

挨を被る定食の文字

花嫁の笑まいはキスの雨の中

抱く金雀枝に神の祝福

耶幽文坊石耶那悟幽辺悟越坊越悟辺幽耶

品川鈴子捌

品川鈴子
大井邦子
犬飼忠孝
太田五十鈴

谷泰子

一ゥままかりを金釘流の送り状
御堂を閉めてボール投げ合ひ

馬上に長き髪をなびかせ

逢はせてと朝な夕なに祈りっ鼻

ゆく末は妹によく似し子を抱かむ

水中りして引越貧乏

携帯電話ふいに鳴り出し
留袖に買物袋ぶらさげて

藪をつついて大判小判

月暑しすこし近づく丘の家

飯蛸出づるトロ箱のふち

救はれて平氏の六旗蜑となる

雛の節句に男の児生まれし

山科の疎水流る鼻花筏
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ハ神戸・ひよどり連句会ｌその一Ｖ

百韻﹃直系﹄

一ォ直系を継ぎて誓子の富士笑ふ

揚がる雲雀の声も高らか
松の芯緩き庭下駄つっかけて

心機一転舞のお稽古

パズルめく話ばかりの兄弟

森倭子

松原フクエ

ぽっかりとお風呂帰りの月明り

池田かよ

破片ぞくぞく穴窯の跡

柄つきの篭に千草活け込み

泰邦フ忠泰忠倭邦倭忠フ泰邦忠

一ォ復活祭卵型なる菓子配り
うらおもてある秘書の心根

棟瓦猫と鴉の睨み合ひ
足元震ふパラグライダー
赤き糸縫れ縫れてゐたりしが
出番のピエロ恋やつれとは
新妻の得意料理はお湯かけて

鏡に残す謎の紅文字

海原へ輝きわたる望の月

錦木紅葉普陀落の寺

こほろぎの急きたててゐる設計図

釦ひとつで不意に爆発
陶土に筵かぶせて中休み

親父ゆかりの吸入器など

邦か倭か倭泰倭か邦泰邦泰倭倭

○のみ書きし床の掛軸

一ゥ年忘れ案内状に切手なく

つくづくと金に無縁のひとり酒
ピアノレッスンてれ笑ひして

鳩笛に水掻きがあり忍ぶ恋

汝現はれて心昂る

五右衛門は手形残して逃げ帰り

街しらしらと月の涼しさ

巻きのぼる文字摺草の左まき

301−

能の舞台に水干と太刀

浬藥の顔のピカソまがひに

仮住ひ大阪湾を見下ろして

白梅の蕾ほぐれて酒旗の風

通ひ函にも陽炎のたつ

本

岡

絵

都倭倭五忠か忠邦フ忠五か倭泰

三ォ腸詰に和蘭芥子そっと添へ

大統領は悪戦苦闘

チャイムが鳴れば犬もそはそは

淡き灯に向きを変へたる膝枕
恋太り百万ドルのゑくぼなる
テープちぎれて船離れゆく
禅寺の白砂濡らしさみだる舅

又もお替はり瓜の餡かけ
ご近所と誘ひ誘はれ山登り
老眼鏡の度が合はなくて
銀のお盆にバースデイケーキ

伊達公子ウインブルドン勝ち進み

曲りくねってお遍路の径

岬の端はまだ暮れやらず月朧

邦フか忠邦倭かフ邦五か忠泰泰

後姿に鶏鵡ひと声

三ゥ木の股に蝶が生れしなまこ壁

空気にも値段をつける村のあり
逢ひたくなりぬ午前二時とて

貝殻をふた身に分けてペンダント
まことちゃんとはあんたの何さ

からころと駒下駄ひダく冬の月
風邪ひきさうな悪寒しきりに

オー

人騒せなＯ︲一五七
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ラムチョップローズマリーを叩き込み

は

往て参じますお早よお帰り

別の世へ出入自由な居敷当

碧き眼に花をながむるポトマック
﹁寅さん雨よ﹂ただのごんずい

忠絵泰忠泰倭か邦か邦忠フか忠

忍者辣韮咲きて淡紅フ

ナゥ秋祭り外輪歩きに稲田姫忠

札ビラだけで頂点に立つ邦

卒寿とて茶笑通しのあざやかに倭

磑を登れば蝶の飛び交ふフ

水の桶ひっくり返し浮かれ猫泰

南朝の名残をとダむ花万朶か

平成八年七月十六日首

︵於・産経連句教室︶

新生こうべ春の選抜五

平成八年十月五日尾
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ナォ永き日の出来てうれしき逆上り
やさ

わらびの里に記念館建つ
パチンコの虜となりし優をとこ

化けて出やうかああ薬研堀
浮気する靴と知りつ易揃へやり

ほのかに伽羅の香り残して
ライト浴びマリンバ奏者汗しとヌ
えんおづぬ

役の小角といふ青葉木菟
感動の涙いっぱい表彰台

見知らぬ国を一つ覚えて
からくりのリュックサックで北の旅

赤い羽根つけ駆ける幌馬車

高圧のＧ線まるきお月さま
沖のかもめに太刀魚の旬

忠五かフ五邦忠泰倭か倭忠か邦

ハ神戸・ひよどり連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃陽炎﹄
蝶訪れし縄文の穴

品川鈴子捌

岡田芳子

梓ちえ

大津泰子

わが影の歪となりて陽炎へる

桜鯛門出の膳を飾るらん
鉛筆書きで模写の唐草
足許に紙燭並べし月明り

泰

ち

芳

芳

ち

斜面に添ひて葡萄たわわに
ゥ秋薊振り向きざまに道祖神
彼の生家はこのあたりかや

古林田鶴子

芳

ち

林伊都

吊りし葭賛の風にゆらぎて

お化け小屋口裂け女下足番

芳

鏡をのぞいてぞっと身震ひ

待ち人を占ふコイン裏表

月明り先祖の噴井手に掬ひ
司馬遼が逝く坂の上より

泰

田

芳

吉岡典子

ち

散歩へと何も知らざる犬が待つ

按摩しながら連句考へ
敬老の花見の会を魁けて
毎度ノ︑にくぎ煮舶子

ナォ尼寺の目印として竹の秋伊

推理好みに読みふける本芳

勝者とてガッッポーズの血みどろに芳

缶を蹴りつつ塾へ通ひて伊

水張りてスケート場に早替り泰

寒の雀が何かつひばむ芳
マドンナの試着の室を一人占むち
忘れられざる長き黒髪泰

お手付の局にしたる横恋慕芳
大内山に集ふ叙勲者中田寿子

月の琴﹁天下の嶮﹂を弾きもして泰

栗飯むすぶ釜底のこげ田
ナゥ健脚のままに遠出のそぞろ寒ち
幾抱へなる屋久杉の幹田

歯並びを治す痛みに耐へながらち

駅の階にて携帯電話ち

平成八年三月三十一日首

︵於・阪急連句教室︶

八重の花浪速名所の通り抜け寿
濠埋められて亀も鳴くとや芳

平成八年五月十五日尾
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ハ神戸・ひよどり連句会ｌその三Ｖ

七吟歌仙﹃夕立﹄
品川鈴子捌
北畠明
森田蓉
早川周

夕立の走りて池の水騒ぐ
豆提灯を揺らすすず風
石神芳
藤田鴎
早川か

でぶおばさんが席に割り込み芳

ナォ草餅のあんこたっぷりよく売れてか

モデルハウスは和洋折衷蓉

ピカソ好きシャガールが好きミロも好き明

逃げる子を追ひかけ廻し天瓜粉滝井寿子

連句休みし友ミラノより芳

身をくねらせて泳ぐくちなは芳
新党を生む苦しみの二羽の鳩周

初めての電子メールはラブレター明

豪華客船ゆめのまた夢鴎
紅葉めでつつ交はす盃蓉

十六夜を向月台に待ちくたびれ芳

て

ナゥ名刹をライトアップの京の秋明
候補者だけが派手に掌を振る寿

まとめ役うるさ方あり隣組周

︵於・柿衞文庫︶

耕されたる黒き土くれか

予後の日課にかよふリハビリ芳
今の世の交野の花を図絵くらべ周

平成八年七月二十六日首

平成八年十一月二十二日尾

−30ラー

ハイキング言の休憩峠にて
刻きめて来る野良の三毛猫
懸け橋に有明の月うすれつつ
コスモス咲きて学期始まる
ゥ逆立ちに蹴上げる先の天高し

人質解かれ首相にっこり
偶然に会ったふりして声をかけ

恋は苦手と頬を赤らめ

ハイハイが歩きはじめる里帰り

女子高生のルーズソックス

寒の月推理小説完結す

喪中葉書の多き年の瀬

にぎやかにバスを降りくる団体さん

幕間のトイレすぐに列なす

住吉の攝社末社も花ざかり

春蝉の声遠く近くに

明蓉周明蓉鴎明か鴎明芳蓉つ山枝三子子

八神戸・ひよどり連句会ｌその四Ｖ

歌仙﹃打楽器﹄
品川鈴子捌

加藤奉示

品川鈴

伴野泰

菅原星

切絵の如くガスタンク浮く

赤木真

林伊
森倭

ナォ目借時子とろ子とろの一丁目花房八映子

車空飛ぶチキチキバンバン伊

学僧がコミック雑誌かくれ読み星

食を忘れてダンベル体操伊

赫銅の膚にたっぷり天瓜粉鈴
浴衣の裾をぐっとからげて伊

熱愛の鈴を贈りて告白す真

歓喜仏が覗き穴占め倭

別荘に忘れてピアス片一方八

吉備路につづく窯の数々八

月仰ぐ大河ドラマの録画採り泰

酒を温む木地師に木の香星

ナゥ残菊に幾たび潜る刺繍糸星

いとこはとこと白寿約して倭
思ひ切り岬の端へ駈けっこし八

厚生省の汚職うんざり伊

平成八年十一月十七日首

︵於・鳴尾会館︶

薄墨の花が覆ひし千枚田鈴
せつせせっせと燕巣作り真

平成八年十二月八日尾
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打楽器の殊に響けり鰯雲
家路を急ぐいざよひの月
塩田に厚岸草の残りゐて

金魚掬ひの紙が破れる

あんみっに生クリームを混ぜ合せ

デート初めにいきなりのキス

ウストレスをパンジージャンプで解消し

年下の君との事は進行中
恨み打ちこむ藁の人形

ぽつねんと動く歩道にっっ立ちて

当りはずれの銭を捨てかね
僅僅とコンビニに照る冬の月
気がかりあれど聖誕の弥撒

原爆ドーム世界遺産に

キムタクを真似てちょっぴり髪切らむ

笑ひころげる春の狂言

夕ざくら壺の砂糖がなぜか減り

真星子泰都星鈴奈鈴奈泰真星理那子久夫

八大津・広野連句会ｖ

歌仙﹃初時雨﹄
窓に置く辞書の厚さよ初時雨

大根甘し煮え上る頃

山裾を曲る単線ごとごとと
切り株を呑み秋と枯れゆく

いしぷみ
讃みびと知れぬ石碑の歌
月昇り折しも太き犬の息

ワ郡郭の歩みにすがる草じらみ
わらまみ

轆轤あやつるしなやかな指

村木佐紀夫捌

南上朱人
南上敦子
永井一子
敦

村木佐紀夫
朱
佐

佐
佐

血のにじむ傷を吸いつつ微笑う眸

愛の深さに戸惑いも湧き

敦

パオの眠りに月の涼しく
佐

くつ︑かばん服まで黒の旅支度
し

中島ふゆみ

ち

枕上より同上の想に汗ばめば

まさかの時に貯える水

朱

朱

からたちの垣根を過ぎる数え歌
花ひとひらが土間に舞い込む

佐

赴任地は北の国とて新教師

下駄と思える人の訪れ

ナォ楠の木の梢は烏の塒にてふ

なれ

四天王寺のどやどや祭

くっしやみ

町工場の絶えぬモーター朱
欠伸して瞳をし汝おのこ敦

要人の死を告げる号外ふ

患者たち待合室で物を識り佐

なんとなく手を擦り合わせ頬に当っ朱

リンデンパーム

愛の証しは菩提樹敦

壁を横切る魑魅らしき影佐

抽斗にセピャの写真忘れられ朱

秋の出水と人の走れる朱

村はずれ道のせまばる二十日月ふ

ナゥ志なく日和戻りに菊焚けば敦

魚裂くもよし居酒もよし朱

はんみち

岬まで半里余り海猫荘佐

おたまじゃくしが尻尾うしなう

声かけてから自転車の去るふ
送られて爪先濡るる花の雨敦

平成八年十月一日首

︵於・奈良あやめ池・南上宅︶

平成八年十二月二日尾
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八藤沢・藤が谷連句会その一Ｖ

蓉鍼せ﹃明け易

耳いまだオペラのアリア明け易し

腕にかかへし大輪の薔薇
僧院に歸る馬車あり月いでて

高きにのぼり杯を重ねる
錆鮎に塩ひとふりの虫の宿
ニャピン彼女ドラコンは彼

雪原の湖に映りし影二つ
ハクチョウ

股火鉢して鵠の番

震へたる不折の書みる花高遠

中島啓世捌
藤井弘
橋本満
藤田克
中島啓
牧岡歌

︵於・藤沢藤が谷︑橋本家︶

平成八年五月十七日首尾
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し

凧の糸切れ果てしなき空

歌啓克弘満子世子喜美

L＝＝

ま

八藤沢・藤が谷連句会ｌその二Ｖ

悼︑井上南果

半 歌 仙 一﹃ 君 在 さ ぬ ﹄
君在さぬ句座にゆらぎて白檀扇

大正九年欠ける夏果

やさしさの筆の運びの軽やかに
ヘリコプターの低く飛びゆく
お

石段を下りつつ月の雫浴び

新酒傾け夜の思ひ出

ワタ顔の実の重たさにかしぎゐる

中島啓世捌

中島啓世
橋本満喜
藤井弘美
山本八乃子

克

井上生野
橋本六三
牧岡歌子
藤田克子

デパートの袋を置いて抱かれけり

満

背中にまはり目かくしをして
オリンピックはアトランタ行

弘

老ひぬれば寝物語も声高に

枯木の中の人体模型

歌

満

八

弘

歌

綿畑どこまで行っても綿畑
猫は耳立てお留守番する
東てし海二日の月の今沈み
いくら噛んでもへらぬステーキ

克

一ハ

室生寺の坂を上れば花の塔
山に陽があり百千烏鳴く

︵於・藤沢藤が谷︑橋本家︶

平成八年七月十九日首尾
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八静岡・富士裾野連句会ｖ

飯田輝

半歌仙﹃夕涼み﹄

高橋路

高橋路草捌

暮れのこりたる明かき雲海

土屋清

長田友

後藤文

門川に今日の音あり夕涼み

当節の夫婦別姓迷ひゐて
灯に近づけて見る生命線
をどり果てたる夜明の広場

平成八年八月二十日首尾

︵於・市立鈴木図書館︶
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ほろ酔ひの雑魚寝を照らす窓の月

ゥ寅次郎雪駄鳴らして露と消え
波の間にまに椰子の実の浮く
巴里から不意にメール届きて

ジャンボ機の響き残して友は去る

鎌いっき振り未恋断ちきる

言ひかれていまだ胸中あかし得ず

虎落笛聴く絵島の庵

冬の月揚げ海鳴りの汀ゆく

馬のひとみに映る山並み

奥伊豆の古刹に天狗の詑証文

水玉とばす春のスカーフ

野積せる廃車の群れに花芯降る

文路清友文路清友路清友文路市子代草子

八東京・風間社ｖ

刈萱やここを曲がればほろほる庵
茂田キヨコ

若尾よしえ

半歌仙﹃刈萱﹄

つくばい近く鳴けるこうろぎ
小野シズ
川澄みよ

若尾よしえ捌

どさりと届く旅行案内

ズ

エメラルドグリーン彩る夏の旅

弓張月轆轤をまわす陶工に

香り漂うラムの焼き肉

ズ

よ

コ

コ

ズ

コ

ズ

湯え

よ

蚤え

︑よ

コ

よ

ゥ若者は次の世代に夢を掛け
電話にチュッと送る口づけ
王冠も名誉も捨てし恋ありき

月に動かず沼の凍鶴

愛の賛歌は五線譜に秘め
山眠る温泉に憩う心地よさ
盲導犬主大事と寄り添いて

飢餓を憂うる朝鮮の民
観音堂百万遍の数珠送り
里人達の誰りのどらか

上へ上へとのぼる稚鮎

お揃いの花衣着て姉妹

平成八年九月十七日首
平成八年十月二十日尾

︵於・ほろほる庵︶
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八仙台・北杜連句塾ｌその一Ｖ

歌仙﹃落
落日のねぐらに雁の旋回す
飴色にいちぢくとろり煮あがって

ナォ燗春にオンブズマンの勢揃い

動物的な勘はたらかせ

染色体Ｙを三つ四つ取りいだし

上昇気流渦巻いている

乳房の間の汗きらと見え

隠れ沼我がもの顔のあめんぽう

はちきれるばかりの想い眩きぬ

狩野康子捌

高橋玻斗子

狩野康子

しばらくははみ出し者の月の道

写真に残る島の風習

悲劇と喜劇演じわけつつ
鎮魂歌奏でる如く古時計

佐藤千枝子

木田真智子

佐々木嘉宇

山田史子

鹿に招かれ列車乗り換え

ナゥ壽三郎人形が好き牛菩引く
美酒なればゆるりゆるりと

玻

パソコンで檀家を統くる御住職

枝
真

平成九年一月八日尾

平成八年十二月三日首

祝い膳とて蛤の椀

闇香の一垂の先花明り

殉教の碑が橋のたもとに

宇
史

枝
玻

宇

笛の得意が熊と出くわす

玻

枝

真

史

生前葬を済ませはれやか
薄化粧して元禄の花慕い

つっかけのコック莨を買いに来る

雪抱く森月光を乱反射

アリスの国のスペードの兵

香港の正体天使はた悪魔

母の面影求め続けて

﹁あたためて﹂筆跡までも愛おしく

やもめ暮しも長くなりたる

ゥ甚平が一本釣りの武勇伝

ほしいかすだれ
干
烏賊簾雨にざわめく

片足を曲げたロボットパワー切れ

無心に笑う嬰児の居り

お
藁に塚
の煙に紛れたる月

日

連れ舞う蝶のいよよ佳境に

︵於・狩野宅︶
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L＝＝

宇玻枝史真枝宇史史枝玻康玻真宇真史宇

足立かほる捌

千康か
賀
ほ

ハ仙台・北杜連句塾その二Ｖ

歌仙﹃常ならば﹄

月に透かせし友からの文
きず

常ならば刈り取るものを草紅葉

太き柱の千年の理

無言劇指差すかなた秋暮れて

白南風をまつ若者の群れ

※

心の隙を突く鎌鼬

ナォヴィオロンの音もかすかに遠霞

飛行連隊消してマジシャン

随屋に客ありて香をきく寂
麻の背広の少しくたびれ

是が非でも狂うてみたき人のあり

羅馬駅頭恋は釘付け

聖堂の扉はいつも開かれて

フロッピーには嘘もちりばめ

研する山間に飼う烏骨鶏

傘寿卒寿の揃う特養

高速の直ぐなる道の先に月

意志ある如く葛からみつく
ナゥ聞きつけるカジノの噂冬隣

ブルーチーズにブルーワインを

六分儀穴ぽっかりとオゾン層

子らのゆくての雨あがり初む
此の刻とふり向きて笑む花の精

平成九年四月十日首

ねむりの森に朝寝たのしみ

平成九年五月二十日尾

※健康法

執

︵於・足立宅︶

313−

北国の波打ち寄せる舟泊まり

強氣通した頃の懐かし

ゥ飛んできた麦藁帽を拾いあげ

フランス窓のカーテンを替え

老画家のモデルいつやら妻の座に

鳥篭に一語を得たる鷆鵡住み
女医が勧めるョガそわいしよう
見上げれば東て月ふいに歪みたる
エリートのマント剥ぎとる憤怒尊

変幻自在水は流れる

はるを描ける少女碧眼

花の昼墨滑らかに擦りあがり

佐狩足
藤野立

干康か千康か千康か千康か千康か子子る

筆千康千か康千康か千康か千康か千康か

八仙台・北杜連句塾ｌその三Ｖ

歌仙﹃水の道﹄
谷田部弓子捌

帰る工夫にのこる薄月
秋田てる子

松ノ井洋子

谷田部弓子

狩野康子

草の実の寝た子を抱けばほろほると

垂石よう子

這いのぼる霧や黒部の水の道
一針ごとのキルトふくよか

洋

青年の瞳きらきら射すごとく
行方知れずになった保護鳥

て

よ

弓

政官界体質改善はるかなり

て

弓

日自

康

低血圧を装っている

スリーナイン

熊坂昌子

ころあいも良き湯豆腐の弱火なる

灯台守が仰ぐ東雲

ウチャンドラ・アガサ・コナンと読破して

Ⅲのキャンセルを待つ

月の出にゆらりともせず麻暖簾

氷溶けだす薩摩焼酎

よ

洋
日自

映画論たたかわすほど国誹り
ブラックバスに釣果誇れず

洋

花時分新しきこと予感して

二人をそっと結ぶ春虹

液晶中に育ちゆく猫弓

ナォ飯切に酢飯かがやくイースターよ

目が乾く円型脱毛休暇無し洋
勝ちを読みきり使う捨て駒て
初雪に幼なじみと擦れ違う昌

眉唾ものの彼の経歴洋

アイスバーンになりしゲレンデよ
南極はアトランティスの夢を秘め弓

参詣の姫をこ
っそり攪い来てて
お
横座りしてら羅
宇のおて入れ昌

錆鉄棚に槌るかまきりて

寄せきたる油塊の海に月もなくよ

遺槁数枚高値鑑定洋

ナゥ晩秋の旅の終りの﹁未完成﹂昌

プリクラが銀行ロビーにおめみえして

︵於・谷田部宅︶

公園デビュー風に誘われ昌
花筏鯉の褥になりぬらん康
供養の鐘の響き絶えなくよ

平成八年十月二十八日首

平成九年二月十二日尾
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八松山・松山連句協会ｌその一Ｖ

歌仙﹃雪割草﹄
井上弥生捌

渡部伸

井上弥

声も幼き鶯の声
長戸弥

命の灯かかげて咲きぬ雪割草
雛あられホームメードで七彩に
村上圭ヨ

アルジ

亭主どっかと座る床の間

ナォ繕ける父の遺稿に春惜しみ雪

潮騒耳につきて眠れず居

ながびきてリマの入質どうなるの香

屋根の垂れ幕めくる北風居

物納と決めて熱燗ぐっと呑む弥

京の都を恋ふる為朝雪

撮影のスタッフ揃ひ賑やかに弥
若いカップル老いのカップル香

勘当を受けて不倫の逃避行雪

朽ちし柱のどっと傾く居
ひとしきり月を洗ひし通り雨香
睨みくらべっ頒っ松茸居

ナゥとうとうと太鼓をたたく在祭弥
自慢の犬もおしゃれして連れ香

コンサート﹁こけらおとし﹂にひらかれて弥

湖のほとりの白き洋館香

関番の篇に落花舞ひやまず雪

︵於・道後友輪荘︶

朧の街を遠ざかる人居

平成九年三月二十三日首尾
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月今宵川面を琴の音のうるみ
かぜ爽やかに渡りくるなり
ゥ旅で見るニューファッションの大案山子

連れ添へる娘の慎ましき挙措
いつしかにお前あんたと呼ぶ仲に

古き指輪は抽斗の奥

彗星の見ゆる筈なる曇り空
癒え遠き身をかこつ河童忌

武蔵野に故郷偲ぶ夏の月
青年僧の読経間こゅる

会席の膳の整ふ大広間

池の坊なるオブジェ飾りて

西東開花予報を問ひ合はせ

新入生の服はぴかぴか

弥居香雪居雪弥同居香雪香弥居香香居生

八松山・松山連句協会その二Ｖ

歌仙﹃八塚﹄
青野竜斗捌

風に辛夷の騒ぐ青空
山田久

青野幸弓

寺岡情

お茶席の草餅ほのと匂ひきて
宮内竹

八塚をめぐる蝶あり昼ふかし

我慢の程に男見らるる

にえ

ナォ学帽を共に投げ上げ卒業し仙
粋なスーツに似合ふネクタイ久

挙式を急かす腹の膨み竜

年下の三日坊主の彼に惚れ久

楠の若葉の匂ひ芳し情

土佐和紙の手作りといふ鯉幟久

かけまくも畏き宮居大社情
旅のみやげはこけし人形仙

くり返すニュースペルーの事ばかり竜

山粧ひて映ゆる湖久

ちぎり絵の如き昼月あはあはと久

にお

ぽっんノ︑と並ぶ藁堆情
髭を生やした校長の顔竜

ナゥ拳骨を貰ふた昔なつかしみ仙

表札の偕書の文字のいかめしく久

口先三寸罪を免れ情
幸せこぼす高き噌竜

︵於・道後友輪荘︶

開拓の記念樹正に花万朶仙

平成九年三月二十三日首尾
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月光に透かせば錐のくっきりと

いと爽やかに鳴ける鈴虫
はじかみ

ゥ薑に酌みて酩酊まぬがれず

金仏様の立てる山門

道楽に外車を買うて走らせる
カラオケ指南恋の手ほどき
今と言ふときに喘息ひき起こし

炬燵の中の猫が逃げ出す
軒先の氷柱きらめく寒の月

床に飾らん水引の松

哩へたる煙草はなさず火もつけず

議員集散あまり身勝手

連打せる太鼓に花の舞ひ散りて

霞の果てに延びる高速

情竜情仙久竜情'￨胄竜仙久仙久情仙栄斗雨

八松山・松山連句協会その三Ｖ

歌仙﹁春愁や﹄
小倉静波捌
小倉静
戒能多

ふどき

春愁や母の形見の帯締めて
かすかに揺れて涼る釣釜
石丸静
松永静

四温の陽風土記の丘に映ゆるらむ

艀を降りて続く人々

ナォ白寿の碑祝ぎて集へば麗かに月

片付け済めば探し物する波

いまも尚離婚届を出しそびれ多

好きか嫌ひかそれが肝心雨

凍て雲を背負ふて戻る通夜の道月

すっきりとリフォームなりし粗大ごみ多

半ば崩れて残る炭窯波

秋田﹁こまち﹂の特急に乗る月
台本を読みつつ芸の工夫して雨

西鵺忌守り住める色街波

お月見に山海の幸いろいろと多

寂しからずや小牡鹿の声月

ナゥ後輩と新人賞を競ひ合ひ雨

鼠をとらぬ猫が寝そべる波

板前も独りでこなす峡の宿多

湖面静かに垂れる釣糸月

城の花幾星霜を咲きつぎし雨

︵於・道後友輪荘︶

夢の国へと誘ふてふてふ多

平成九年三月二十三日首尾
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友待てば軒端にかかる月の眉

葉擦れの風に止みし郡郭
ゥ新走り温泉玉子頬ばりっ
忘れがたなき旅の思ひ出
消えた筈の焼棒っ杭が火を噴いて

不倫が何よ今が極楽

陳列の首振りべこが首を振り

汗を拭ふて出でし教室

筑波嶺の涼しき月を打ち仰ぎ

大正琴の調べ床しき

漢方でやっと治りし腰と膝

子雀遊ぶ産土神の庭

困ったものよりマのゲリラは
毛蟹に散りつぐ花のとめどなく

月多雨月多雨波月多波雨月多波雨月喜波

八松山・松山連句教室ｌその一Ｖ

歌仙﹃湯の玻璃﹄
松永静雨捌

自慢の種は猪狩りの事
井上弥

永井政

松永静

パソコンでニュースいろいろ送られて
中村通

湯の玻璃に雪の白山ありにけり

ただひたすらに綴る自分史
箱を開ければ匂ふ柚子の香

恥ずかし乍ら七十の恋静

ナォカルカンも跨いで通る浮かれ猫通

抱きしめて愛の曝きくり返し弥

祝ひの席を飾る鶴亀政
納涼船の浮かぶ沖合弥

薫風に重油集めるボランテア通

ちらちらと過疎の島にも灯がともり桑原光子

聞いた事なき始めての虫静

よういどんにて駈ける子供等弥
職退きて故郷へ錦かざるべく政

木犀の香のしるき神苑弥

月の面に餅搗く兎くっきりと通

河豚提灯を家づとに買ふ弥

ナゥ寒々と市内電車が過ぎ行きて政

町全体が見ゆる高台通

貧しきを富めりとなして障らず静

新聞のトップニュースになりし花光

こがい

︵於・松山市︑紀之国亭︶

古代姿で蚕する人通

平成九年四月十九日起首
平成九年五月十七日満尾
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波更けて二十三夜の月暗く

臓器移植も賛否両論

ゥ解放のおそき人質肌寒う
新妻の電話は早く帰ってね
疲れ果てたる日曜の午後
Ｌ版のピザやサラダをどっさりと

破戒坊主の岬ふる焼酎

明け易き月の雫を身に受けて

つい

社交ダンスの手並拝見
平成の赤髭医者と言ふ噂
悠々として鳶が舞ひ澄む
弁慶の終の里なる花万朶
夢かうっっか遠き春雷

政弥静弥通政静弥通静通弥政静仙生子雨

八松山・松山連句教室ｌその二Ｖ

歌仙﹃花衣﹄
井上弥生捌

戒能多

井上弥

四方の山より届く鶯

花衣脱げば移り香ほのかなり
桑原光
永井政

井上和

ナォ明らみて降る春雨に濡れながら多

税のアップに買ひ溜めをする光
内閣の不支持が支持を上廻り和
﹁欲どしい﹂とは変な伊予弁多
呼び声につられて求む大熊手多

ちびりちびりと畷る熱燗弥
港町あすは船出の一夜妻和

憎い方ねと抓る太もも光

間際まで迷ひつづけし癌告知弥

それじゃ皆さんョＩイドンです光

山海の珍味は月に供へられ和

翁の句碑にすだく虫の音弥

ナゥかまっかの朱に魅せられて佇ちつくし政

電子ペットを背負ひ鞄に多

プリクラは学生達で混み合へる光

駐車禁止で困る城跡政

練り歩く桜祭りの武者の列光

︵於・松山︑井上弥生寓︶

わらべに還り石鹸玉吹く和

平成九年四月五日首尾

−319−

蓮植えてやっと安堵のひと時に

体育祭に歌ふ君が代

陶芸展に連れ立ちてゆく
東天に淡く浮かびし昼の月

記念写真の若き彼の人

ゥ嵯峨野路のもみじツアーの偲ばれて

鰊になりそな基地の米軍

老楽の恋を邪魔するものもなし

今日もあしたもケセラセラセラ

だんだんと健忘症もひどくなり
月更けて涼み将棋のふたりのみ

山女の宿は茅茸の屋根

学僧達の唱ふ題目

百年をここに残せる文化財

柵に沿ひつっ駈ける若駒

ふるさとの匂ひ桜の咲き初めて

弥政和光和多弥政久多光政多弥子子喜生

八松山・松山連句教室ｌその三Ｖ

歌仙﹃こだわり﹄
永井政子捌

井上弥

松永静

永井政

街騒消えて飛雪片々
中村通

こだわりの友禅流す寒さかな

ビデオカメラをそっと廻せる

白寿祝ぎ開く宴の和やかに

戒能多

武知イ丁

ナォ先達の鈴をたよりの老遍路千
ブレスの世へと変るイギリス和

くるくると彩鮮やかな万華鏡多
宇宙の謎は解くすべもなし千

此の頃はごみ分別がやかましく多

暑中休暇を過ごす山荘政

ふっくらとレースの似合ふ不倫妻静

乳房の間に残る歯のあと和

がむしゃらに生きて身にしむ五十年千

知事も笑顔で赤い羽根売る弥

昼月のぽっかり浮かぶピルの上静

飛ぶ綿虫に明日を占ふ通
ナゥ米山を偲ぶ屏風の黒ずみて多
素直に家を継ぎし総領政
見渡せば杉と桧の柱材和

湯釜と云へる銘菓ありける静

内濠を覆ひつくせる花筏弥

︵於・松山市︑井上弥生邸︶

明神様へ続く噂り千

平成九年五月三日首尾
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川口洋

井上和

いくら待っても来ぬ女を待つ

公害もなき廃銃の月清く
野菊の香り一面に満つ
ゥ肌寒う円空仏に奏す音

怒り渦巻く基地の沖縄

あの時のあの事まざと甦り
船内のベリーダンスも賑わいて
グルメッアーの旗を持たされ

雲の間に涼しき月が顔を出し

甘えのまじる夏風邪の母

人質くらしやっと解放

昼飯を終えたらあとは眠るだけ

仲良く遊ぶ牧の若駒

日の本の花燗漫と咲き盛り

弥代弥通洋通多政和弥静久喜子仙生雨子

八千葉・摩天楼ｖ

歌仙﹃鴨の声﹄
海くれて鴨の声ほのかに白し

頬被りして拾ふ流木

星野石雀捌

堀口みゆき

松尾芭蕉
星野石雀
櫻岡素子
松野苑子

赤と黒昭和を色に哺ふれば
桃の産毛のちくらちくらと

素

玲

苑

↑明

き

苑

愛

濫

岩田玲子

素

中沢愛
高岡粗濫

池田一明

月昇る森番小屋の籠揺れて

鹿笛を聴く旅の始まり

ワ雨しとしと新幹線の停まる駅
歯医者が死んで抜歯そのまま
君のつくるスープは火傷するやうな

枝蛙鳴き泪ぐむボク

灯取虫まつはってくる独り酒

三遊間を鵯の飛び抜け

月光に捨て銃探す阿呆らしさ

小豆を煮れば少し眠くて
校門の正面に来て眼鏡かけ

母体健全春落葉焚く

穴掘って馬鹿と言ひたい花の下
公園デビューこはいブランコ

ナォ赤チンに髭まで染めて猫は行く愛

マスクの男窓に免れて萌

星屑を食べて呼びたい人がゐる苑
ルーズソックスズボンだぶだぶ萌

免疫の働きのいい寝起きなり愛

腹式呼吸さあ不時着だ苑

蛸壷を提げふらふらと父が来る萌

跡継ぎのない寺で雨乞ひ素

菊花脱ぎ捨てて骨皮筋衛門愛

夜学生からアジト嗅ぎ出すき
十三夜城下直ぐなる路はなく濫

文珠の知恵も接待のこと素

ナゥ跳び箱を最も高く飛び越えてき

忘れた頃に届く賞品濫

春の服買って富士山美しく素

冨気楼消えまた夢を追ふ萌

公達の討たれて花も終りける玲
目刺を焼いていつか老婆に素

︵於・目黒区立鳫番住区センター︶

平成八年十一月十日首尾
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八東京・窓ｌその一Ｖ

歌仙﹃夕霞﹄
菅野陽子
名古則子
小林知恵
小林純子

名古則子捌

内田さち子

空の色海に溶け入る夕霞
窓ぎはの辛夷今年も見頃にて
まシごと遊び会話たどたど

杉浦喜久代

朧の月が旅に誘ひし

時作る鶏はうっすら眼をとぢぬ

高月三世子

名古則子

小林みち子

深井玲
野口敏子
菅野陽子

縁台将棋一卜手にんまり
シャルウイダンス刻がふくらみ

ゥ青芦のそよぎに若き日の香

髪替えて歸され上手恋上手
水に映る欲張犬は肉落とし

倉橋澄子

尼様誰と祝盃でせうか

につちもさつちも住專国会

高原すみ江

星連れて傾き疾し冬の月

大根洗ふ指先の餅

玲
恵

純

みち

飯を食ふ女系家族はもの言はず
九官鳥が﹁おかへりなさい﹂

あがれあがれと連凧の糸

花燗漫やがてはダムに沈む村

ナォ立行司結びの触れものどかにて則
チャンネル選びは未の子まかせ世

言語道断台湾海峡涛高しさち
どつちが大事どつちも大事陽

出張の帰り立寄る隠れ宿世

重ねし肌のしっとりとして代

藍染の浴衣謎染江戸好み澄

鍋に泥鱸の断末魔なる純

パラパラとカードを切れば赤い薔薇則

切通しの崖崩れ冷まじみち

甘きテナーがゴンドラに揺れ敏
語り合ふ友の思ひ出壼きず月恵

門を出づれば七人の敵則

ナゥ無骨な背神輿錬り出す秋祭代

援け合ひ不況乗切る町工場純
この草餅は格別の味白浜節子
北国は花に競ひて桃すもも玲
巣箱の蜂のパワー光れるみち

︵於・東京女子大同窓会館︶

平成八年三月十六日首尾
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八東京・窓ｌその二Ｖ

歌仙﹃初
名古則子捌

高月三世子

小林和恵
倉橋澄子
小林純子
鈴木アヤ
シ

名古則子
忠
小林みち子
澄

菅野陽子
杉浦喜久代

則

雲ひとつ流れてゆきぬ夏の月

さち

ヤ

白浜節子

みち

澄

花巡り身の上同じ人に遭ふ

蛇穴を出し鋤き土の香

史上初七冠王はさりげなく

ストローのぼるソーダ水のいる

臆意随所に恋の曼陀羅

あっさりと単身赴任を妻承知

秘書といふ三行広告眼で追ひつ
乗合はすやうエレベーター待ち

何におびえて故郷を捨てたる

ゥ秋祭町より戻
る人の群
くに

静かの海に秋思漂ふ

望遠鏡据ゑて催す月見宴

世代交替進む只中

棟梁の指図する声響きゐて

こ畠ろざし確めらる公初日かな

淑気あふれぬ水仙の床

日

玉と編され石を買ふ春

則

ナォ昨日より上達したねと鶯に高原すみ江

盲導犬はきっと顔上ぐ

検査結果を待つ固き椅子陽

朝刊の特号活字重苦し野口敏子

若者達に欲しきいたはり則

ひとり寝に遺品並べる部屋広く江

海見ゅる丘の上にて結ばれぬ節

パイプオルガン荘厳の曲恵

かほ

澄

ポケットの手にふれるバラ銭玲

の

地下道を立ち退かさる皇表情虚ろ敏

墨色の濃淡深む月の光ゲ

円空仏の爽かな笑みみち
つめるだけ積み隣引越純

ナゥさくさくと林檎噛じる子歯の白く則

マネキンのつんと横向く街行けば代

交通安全週間の旗江

詩を謂んずる人の麗かャ

中宮を風の形に花吹雪日高美灯子

︵於・東京女子大学同窓会館︶

平成八年一月二十日首
平成八年二月十七日尾
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一

ハ神戸・摩耶連句会ｖ

非懐紙﹃春寒き﹄

佐野千遊
藤原繁子

佐野千遊捌

どこからとなくつきし猫の子

春寒きすっぼん料理の角曲る
河原喜美子

あれもこれもと欲を出しすぎ

昭

野崎昭子
岩井魚水

引越の荷台に雛の顔覗き
カルチャーの空部屋の無きビルの窓

一弦琴の調べ搦々

岩井秀子

昭

繁

上垣禾青

しおらしく下手の長糸通しける

野菊の束を彼に棒げて

暮れかかる岸辺に寄せる秋の潮

括り猿揺れ奈良の格子戸

繁
昭

一旦巨

打水をしとどに姉さんかぶり解き

湯舟たっぷりレモン浮かべる

水

秀

喜

夜のカジノで大金を張る
月冴えて狼遠く吠えいたり
シベリヤの墓又年を越す

水

繁

横文字の読めぬカルテに身をあずけ

ペアールックで朝の旅立

確かなる胸のロザリオ握りしめ

蝶を吹き花吹き上げる城の跡昭

春日遅々と瀬戸の内海秀

︵於・神戸市立婦人会館︶

平成八年四月二十五日首尾
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八丸亀・丸亀連句会ｖ

半歌仙﹃牛蛙﹄
今井水映
広谷胄石

片山多迦夫捌

天地の闇おどるしき牛蛙
明け易きかな一睡の夢
片山多迦夫

翠

蔦沢翠
鎌田耕仁
松岡遼雲

賑はしくお城祭を祝ふらん

婦蛾の故事を偲ぶ酒の座

荒井薫
石

薫
幸一云

映

平成九年五月十七日首尾

︵於・丸亀市城南公民館︶

ゾーン

観光客もジョギングをする
海よりの文月の風目に泌みて
ワ萩の寺すこし秘密のある人と
愛のほむらはちらちらと燃ゆ
伊達公子ウインブルドン勝ちぬきて

クインの顔が札にコインに
翁の句質屋の壁に貼ってあり

映

圭云

釣り逃がしたる目ノ下五寸

夜廻り終えて股火鉢する
倖せも中位なり冴ゆる月

執筆

夫

石

仁

入学祝孫の催促

当選をすれば公約無き如く

公園は蝶と落花のま昼時
野点の傘に揺るる陽炎

一スフ弓一

八愛知・三河連句会ｖ

歌仙﹃名古屋まつり﹄

月を隠せし田楽狭間

斎藤吾朗捌

山田洋々
高島秋蝶
高木一郎
斎藤吾朗

名古屋まつり信長髭をぴんとはね

猪垣の裏まじまじと下駄履きて
生きとし生けるものは匂うや

洋

深見すぐる

〃

烏賊の鮨には山葵たっぷり

秋

フィョルドめぐりめぐりて夏の果て

ゥいやなものは絶対いやよと長き髪

洋

す

五口

別れの言葉いうは悲しく

秋

アベックが行く同じスカーフ
さっきまで赤の他人が絡み合い

羊の群れのごとき雲あり

五口

日本食のあとは日本茶機内食

原生林の氷かじれば

鍵粗月ペチカの煙真っすぐに
す

洋

比例区を棄て背水の総理の座

秋

二人乗りして漕げるぶらんこ

袋を四つ提げて戻りぬ

花の上に金の鰔昼弁当

ナォキャンバスを走る太筆風光る吾

岬を訪えば白き灯台す

龍宮の舞てふ料理五ヶ所湾洋

飛天奏でる笙とひちりき秋

老残の喉ぐびぐびと生ビール

捕獲の蝮納屋でざわざわ吾
少年の頃思い出しふと涙す

電車に脚組む脚長美人洋

ブロンドにジャワの更紗のよく似合い秋

すぐ考えるＳＥＸのこと

月の出に役人業者何処へか吾

身に入む酒は下町の味す

ナゥ鴨来るや君子危うきに近寄らず洋

霞ヶ関を知るや知らずや秋

入院の報せを旅の宿に聞き

春の炬燵でファックスを繰る吾

平成八年十月十七日首

︵於・名古屋・栄・八幡屋︶

子供等が通せんぽする花の道す
粥のおかずに土筆こんもり洋

平成九友一月十日尾
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八東京・未来図連句会その一Ｖ

歌仙﹃流星﹄

須賀一宙心

紅露ゆき子

原田千町捌

子を眠らせる窓の三日月

公

宙心

延平い︲くと

原田千町
猪瀬侃勇
内田公子

流星のひとつとならむ列車発つ
針仕事柚釜ふつふつ煮詰めゐて

籠の鶏鵡にまたも呼ばれぬ
ビリヤード代る代るにキューを取り

ポインセチアを飾る店先
ワ顔見世の忠臣蔵の絵看板

公

と

夢を違へて笑まふ観音

ゆ

勇

間夫がゐなけりや遊び女は闇
異国のゆきずり故に炎とは燃え

鰐の湯引きでシェリー酒をやる

勇

月光に水からくりを間きてをり

新党の結成準備整ふて

ゆ

勇

宙心

宙︒

と

突如ぐらりと都市ゆする地震

寅さんの雪駄腹巻皮鞄

堤を行けば蹴いてくる犬

＊ＳＰの花疲れして嵐山
句会を開く春灯のもと

ナォとり壊す家に残せし古雛勇

神頼みなる心願のすぢゆ
王妃ふと冠をぬぐ日を数へ勇
もと涙壺この胡椒入れ公

＊フェラガモを鴨の種類と思ひ込み恵
惚れてくれても＊チョベリバの彼ゆ

姦しくお局内の品定め勇
破りては書く文殼の嵩恵

どの船も帰る津はあり夕月夜と

秋蚕も繭に郷の傍ら恵

悪童が叙勲となりし菊の宴公

オンブズマンが睨む料亭と

ナゥ土用灸きりきりと身に泌みわたり勇

団扇の写楽鉤鼻をなすと

ボンジュール・アデオス交はすエアポート公

吾がスカーフに蝶のまつはるゆ
幽界の気を咲き出でて花一樹町

︵於・神宮前区民会館︶

淡雪すこしのせる樽公

ティック

イタリアの有名ファッションブ

静２国ご勺昌８要人警備の警官
若者の流行語︒超ベリーバッド

平成八年十一月十四日首尾

ＳＰ

チョベリバ
フェラガモ
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八東京・未来図連句会その二Ｖ

半歌仙﹃古九谷﹄

古九谷の紫深し近松忌
炭つぎたして語るお茶室
鼓笛隊表通りをよぎるらん

県出身の選手優勝

紅露ゆき子捌

原田千町
須賀一宙心

延平い︐くと

内田公子
猪瀬侃勇

町淑子
紅露ゆき子

岩礁に光り集むる望の月
菊の膳の酢加減もよき
ゥ秋裕しつけ糸取るたのしさよ

町

月仰ぐそよると開けて葭障子

ふふ烏の鳴く御社の裏

出土品卑弥乎論争くり返し

脳内革命遅々と進まず

と

恵

淑

公

と

勇

町

ＦＡＸで愛交はしたる仲
宇宙船二人っきりが三人に

米寿の母のゲラン香らせ

公

ゆ

勇

燃え尽きて荒縄の形崩れざる

眠る仔犬に蝶の戯れ
盃を幾重ねして花見重

春のひと日を惜しむ山の辺

平成八年十二月十二日首尾

︵於・神宮前区民会館︶
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八東京・未来図連句会その三Ｖ

半歌仙﹃火の山﹄

原田千町
内田公子

猪瀬侃勇捌

火の山の火の力得て麥を踏む
耳をくすぐるばらもんの凧
店ごとに栄螺壷焼煮ゅるらん
紅露ゆき子

小泉義重

延平い︐くと

インターネットで来たる注文

猪瀬侃勇

町淑子

十六夜に車自慢のヤング群れ

運動会はいつも見学

ゆ

町

ワロ中に渋柿の渋ひろがりて

前方後円つまり鍵型

赤鉛筆フィールドワークふたり連れ

重

と

淑

あなたまかせがそもそもの答

侃

ついと深入る藪の細道
人質を放せ放さぬ長期戦

月代にきぬぎぬの夢藤寝椅子
知らぬ亭主は夏風邪をひく

公

重

と

ゆ

淑

外飼ひの猫が猫呼び大家族
めぐりめぐりて忍野八海
藁屋根に棲みて還暦返り花

初雪化粧ふ神雛の庭

平成九年二月十三日首尾

︵於・神宮前区民会館︶
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八東京・目黒連句会ｖ

脇起歌仙﹃合歓の花﹄
付け回し

ナォ出来たての菜飯うましと口々に

娘を売りし昔ありけり

棚に並ぶるこけし微笑む
杉丸太運ばれてゆく陸羽線

悲話を聞く投込寺は異名にて

大黒柱に深き切傷

公羽

奥座敷将棋さし待つ月の客

象潟や雨に西施が合歓の花
寝息かすかに夢の涼しさ
福田房江
宮下太郎
今井米子
渡辺博

なぞりて読みし比翼塚の字
夏木立ちらりと見ゆる白き塔
紋黄揚羽の飛びてゆくなり

佐々木展子

お隣りさんに回す回覧

地下鉄は奈落の底をごうごうと

留学の町そのままにして

せせらぎに百年前の物語

月の道双子の姉妹手をつなぎ
敬老の日をともに八十路よ

露木郁
小島信子

ワ出航のテープカットに天高し

足立モモヨ

噌りしげき楼閣の朝

秤鰔私辱瓠朋叫叩牽︵文音︶
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開け放つ窓に風鈴ちりちりと

カモメも入る記念撮影

グラスに注ぐボジョレヌーボウ
ナゥ逝く秋のパリへ素顔のひとり旅
渡辺まさ子

房

一言も好きだと言えず別れたる
いっそしっかと抱けばよかった

博

タ闇に誘われてゆく花篝

裾ひるがえす絹のスカート

雑踏の上に寒月皓々と

米

太

草野冨代

熊手あれこれ選ぶ仲見世

郁

境内の古木に結ぶ恋の賭
﹁婦系図﹂のお蔦哀れに

麻の葉模様家紋麗し

モ

展

テーブルを囲むすき焼き三世代

花の雲高層ビルの病棟に
風あたたかき春の夕暮

モ太郁米博房ま富信モ太郁米博房ま富信

八本宮・本宮連句会ｖ

歌仙﹃秋の蝶﹄
佐藤淳捌

ナォ入学の用品売場母と子に

交通渋滞又も気がかり
近頃は訪門客の趣味多く
おさらい会の切符十枚

Ｏｌ１５７いつかたち消え

旅先の地酒土産にハネームーン

背のファスナーかけて後朝

連弾の指触れあいてとまどいぬ
堀越ふみ子

佐藤一得

長尾節子

翅たたむ斑に乱れなし秋の蝶

静かにおりし萩叢の上

ふ

節

百

秤鰄私蓉ユ朋ユ叩雷︵文音︶

新世紀待つ噂りの中

黄沙うっすら白い頁に
花盛り縄文ロマン多き夢

烏骨難ひと役担う村おこし

うこつけい

﹁シャルウィダンス﹂と仲間迎える

ナゥ帰り行く友の挨拶薄紅葉

山の端に立待月の昇り初む
夜長楽しく囲むトランプ

五体足下の巡礼修業

ようやつとインターネット・アクセスし

月円か玻璃戸の柄を清く見て

ふ

チンチン電車走るピル街
冬の月田毎に邑の影をおく
インフルエンザ兆す蔓延

ふ
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小山百合子

節

一句したたむ水茎のあと
河鹿笛町の岸辺を流れたり

百

ふ

団扇片手に遠来の人

馴れ染めとなる宵の隣席
長電話恋の行方の定りぬ

百

節

ゥ久し振り見世物小屋の噂たち

度胸を決めて熱燗を酌む

このところ政治不信のもりあがる

百

節

淳

大道のパフォーマンスに喝釆す

氏神様に清き拍手

ふ

花の雲津軽三味線たけなわに

ゆるりと登る赤い風船

執

筆淳百節百節淳ふ節ふ百節百ふ百節ふ淳

八横浜・瑠沙連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃瓜冷やす﹄
四斗樽に瓜冷やしをり艇庫裏

土屋実郎捌
北村かつを

を

土屋実郎
坂田武彦
石井瓢士

日焼の顔の皓歯明眸

地図取り出して次の計画
ゥ紅葉見に来いと書かれし送り状

宅急便にてボジョレヌーポー

郎

を

郎

士

山帰り苦労話の賑やかに
ビルの端ちょこんと載りし二日月

木屑まみれの仏師老いたる
ひと

え鼻によぽの鑑にしたき他人の妻

郎

とんび

士

二上りに弾く後れ毛の風
みを
水脈の杭鴎にまじり鳶ゐて

を

士

彦

いつ会えるやら馬の噺く

彦

月寒々とか蛍る松の木
鮫鰊の口だけ残る店の軒

花武者の行く先肥後は五家荘

郎
を

子守の唄に残る哀調

士

花筏繕はいま員流れ行き

朝から忙し桑摘の衆

ナォ霜くすべＳＬデーの人通り郎

烏見下ろす長き怪物彦

揚げ物自慢宿のご新造士

あげつら

あれこれと出土の鐸を論ひ戸谷是公

失楽園に堕ちるしあはせ公

わけありの風情に隅の二人連れを

ちんちろりんと松虫の鳴く小張昭一

生實には半歳生きた手長蝦郎
茄子と胡瓜が売れ残りたる公
車座に野盗めきたる濁り酒を

巡礼ひとり秋の草原彦

病室の窓に居待の月昇り士

白金懐炉頑に着け郎

ナゥ人情は紙より薄き世を忍び公

厩出しの笛風に流れ来

見は
るかす長城の壁厚かりき士
まやだ

︵於・浦高同窓会事務所︶

都踊りに小袖あでやか彦

花筵た
着ぼ
はか
地つ
毛ら
やら鬘やらを

平成八年七月二十日首

平成九年五月二十二日尾
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八横浜・瑠沙連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃大庇﹄

せきせき

切っ先の夏空にはね大庇
山ほととぎす旅懐湘湘
ながノ︑の無沙汰を詫る便来て

土屋実郎捌

橋本閑滴
土屋実郎
戸谷是公
石井瓢士

ベテランガイド頓智クイズも郎

ナォ窓の外ぴいちくぱあちく雲雀鳴く加納実

津軽塗手作り弁当差し出され酒井久志

爪弾きの藺蝶ひょっと路地の奥を

薄口仕立て姑の味彦

不倫の恋の唇を吸ひ合ふ
身のまはりハーブに凝って鉢並べ郡

屋形船から花火見物志

金看板老舗金賞冷し酒

桃を盗んで長寿楽しむ彦

ラス牌ツーモ親の倍満

公

名水ツアーポリタンク持ち志
明月に宇宙遊泳アポロより実
小張昭一

ナゥ新米に新ブランドの増えっヌけ志

北村かつを

中秋の月に乗り来しカンタータ
零余子が並ぶてんでばらノ︑

坂田武彦

それとなく想ひの丈を七七に

ゥ赤い羽根孫ほどの子が着け呉る皇

雅遊の人のなくて鷹揚

士

郎

平成八年五月十日首

平成九年五月二十八日尾

︵於・浦高同窓会事務所︶

壺焼匂ふ安房の街道郎

一面の菜畠蝶の舞ひ出でて実

膿﹂

リハビリの八幡様へ朝詣志
二号三号訪めあるく人を

離合集散政治家の常実

逢瀬の合図傘の開閉

公

彦

バーコード考えた奴天才か
文科と理科に厚き壁あり

冬の月梢に光る獣の眼
骨董市に出物漁りて

公

″

を

膏薬を頭に貼れば呆け防止

士

からしめんたい

びんからきりの辛子明太子

堂守の齢たづぬる花の寺
学術会議春はたけなは

333−

八東京・葉門連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃梅雨の蝶﹄

低く舞うほかにすべなし梅雨の蝶

芝青あおと山荘の庭

バーベキュー若者の声こだまして

千の折鶴おれる指先

石の広場に焼栗を売る

ゴシックの塔の林を照らす月
ゥ寅さんの口上聞きし文化の・日

戦後生まれの参加する党

癖島罷霊捌

磯直道
高山佳子
今井楊
福島時子
福島新吾
新

バチカンのボルジアの部屋森閑と

一服盛ろか許せぬ男

楊

矢口美穂子

佳

佳

臼井久子
内田たづ
橋川純子

小暗き中に香る冬バラ

離婚して再婚したがまた別れ

初詣ねぼけまなこに月冴えて

明石潤子

た

佳

茶髪の人に席ゆずられる

遥かな沖に豪華客船

楊

大籠に満開の花活けこみし

新

新都市に生まれ変わりし寒漁村

春宵の酒味も格別

インタネットで遊ぶ子供らた

ナォ恋猫の切なる声の夜をこめて純

異国より米寿の祝いつぎつぎと美

ひりひり痛き潮浴びの肌楊

あなたどなたと母に言われる楊
蝉の殻ふわりとありし縁の隅純

その色はふれなば落ちん気配にて新
さらりのたまう﹁亭主がいるの﹂美

盲導犬をたよりに歩く時

公園のマリアの像は笑み浮かべ楊

忘れ扇に名僧の筆時

碁仇を見送りて月傾ける佳

街道は雑木紅葉に賑わいて久

机によりてしばしまどろむ井口昌亮

ロケの開始は駕籠かつぎあげ楊
うかうかと三日のつもり五十年久

楊ひばりゅく青空の中新

おちこちに湧くが如くに花の雲美

︵於・雀鳩亭・代田区民センター︶

平成八年十月十二日首
平成九年二月十三日尾
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八東京・葉門連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃寄り添うこけし﹄

ほぐれそめたる盆栽の梅

春寒くこけし寄り添うほかはなし

父は教授で母は弁護士

ナォ安売りのちらし握って遠くまで

ウーマンリブがあたしゆく道

輸入住宅並ぶ新都市

お祝いの届かぬうちに旧姓に
磯直道捌

葬儀屋と医者の看板立つ線路
口ふがふがとふろふき大根

楊

平成八年三月二十日首
平成八年七月十一日尾

小筐に夢を見る桜貝

花を見る花に呑まれる花に酔う

突然起こる乾杯の歌

旅に求むる佗び寂びの興
草原に馬頭琴の音流れゆき

ナゥ老若は散歩ジョギング体操と

神宮の森黒々と良夜なる
鹿うずくまる公園の隅

日々はぐくみし懸崖の菊

一億は皆鑑定家評論家

文人遺墨多数飾りて

山の宿霜降る音の間ゆるか

磯直道

矢口美穂子

野坂民子
福島新吾
橋川純子
高山佳子

新

老いらくの恋人ははやせど

ここまで来ても俗な話題を

月凉し七十階のレストラン

美

明
石

︵於・雀鳩亭︶
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大試験ひかえし息子かえりみて

庭隅ほのと萩こぼれおり

うず高き資料の間より夜半の月

ワ去来忌に小さき去来の墓詣
日かげりきて雨のくるらし

た

福島時子
内田たづ
井口昌亮
今井楊
臼井久子

傘持ちて駅前に待つ若き妻
ビールのジョッキ大中小と

パソコンに衣食住みな管理させ

年金が団塊世代底つくと
揚雲雀きく車椅子吾れ

た

久

時

児等にぎやかに石鹸玉ふく

なだらかな丘千本の花万朶

潤

時新佳楊新た新楊新久楊美美た純美久子

八東京・葉門連句会ｌその三Ｖ

歌仙﹃花辛夷﹄
屋根に置く石も乾けり花辛夷

郵便︵イク春泥の道

引鶴の山越えゆくを見送りて

福島時子捌

大西郷の像は着流し

ナォ空襲の三月十日遠くして

奪いし愛の伽の重たく

プードルと柴犬連れて新世帯

かこまれて風琴まわす老楽士

かじかむ指で渡す釣銭

牡蠣舟の灯の揺れている川の面
福島時子
今井楊
臼井久子

ひったくり置き引きスリと御意のまま

急に気になる国のふたおや

コマダムコギャルゆくシャンゼリゼ

矢口美穂子

高山佳子

平成八年二月二十三日首

平成八年四月十七日尾

新

︵於・雀鳩亭︶
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昔噺は誰やさしく

黒光る縁に影さす望の月

遅刻言いわけあれやこれやと

ナゥ朝寒に人だかりして救急車

銀杏匂う暗き境内

月の道現れ旦る千枚田
美

佳

久

ゆらりよりくる池の色鯉

厳戒の首都に国賓にこやかに

楊

猫も杓子も﹁シャルウィダンス？﹂

久

大皿に盛る葡萄柿栗

一目惚れ仕事が結ぶ赤い糸

時

しずかに濡らすあたたかき雨

阿弥陀堂和讃のひびく花大樹

ウクルーズに新酒持ち込み喜寿祝

逢はぬは逢うにいやまさるなり
駅弁に日の丸ありし木曽路ゆく

美

佳

ぬ

楊
久

子らＶサイン並ぶ踏切り

美

ホームラン飛ぶナイターに月昇る

アロハの袖にすごむ刺青
住專も役人もみな同じ穴

久

楊

頬のほてりに暮れかねる街

世も末なりと打てる小鼓
花かざし物狂い舞う能舞台

福
島

新時佳美楊久吾佳久美美久美楊佳佳時楊

八大阪︑連句愛好会ｌその一Ｖ

歌仙﹃初場所や﹄
びんつけ

初場所や鬚付光る勝力士
屠蘇汲み交す横綱一門
柴崎正寿郎

由利香住
安田芳苑
斎藤柳花

柴崎美恵子

二次会の果てて見上げる月まどか

美

山小屋の灯の水にゆられて

汗かき通し一日終れる
湖に突き出る湯殿夏の月

背に負はず腹にくくられ子は眠り

成人式に出る幼な妻

正

柳

芳

香

正

柳

ナォ平成の乱脈次々火がついて
煙草ふかしてとぼけ顔なり

今後一切無縁にて候

待つデイト待たせるデイトより不安

長距離ラッシュにたまるストレス

袖振ってあの娘は楓爽謝恩会

残る財産秋草の家

賞受けし永年勤続菊薫る

薬害エイズの和解成立

健康が何よりですよ月を愛で

雪の一村武士の末喬

鴨鍋を囲み家族の声はずむ

ナゥしみじみと上原マリの琵琶を聞く

春のファッションスター気取りで

今日も写経に通う禅寺
箒星どうぞ今年は平穏に

小暗き濠に匂う芹の香

咲き満ちてライトアップの城の花

秤蛎Ｍ斡叫朋二仁計印鑑︵文音︶

−337−

鳩の舞う仲見世今日も賑わいて
そぞろ歩きにネオンちらちら

バスの出たあと虫のなく声
ゥ故郷へ旅して旧き友に会う

香

ヒマラヤを越す鶴の群れ風に乗り

美

芳

正

本命の彼は大き目のチョコ

眠るラクダに春の塵降る

ひとめ惚れ早や肩組んでランデブー

ゆっくりとデコボコ道越え花を見に

香

美

遠足の子等列の長々

正柳芳香美正柳芳香美正柳芳香美正柳芳

響罷証需郡捌

美正
恵寿

八大阪・連句愛好会その二Ｖ

歌仙﹃御題苗﹄

小枝散らばる剪定の庭

移り来て遂の棲家に苗木買う

鴉が潮う変な世の中

朝霞消えゆく程に富士見えて

夜なべ仕事の音のいつまで

ナォ建売のよく売れ山の泣き笑い

冠木門前外車横づけ

待ち侘びて化粧を直す紅濃ゆく

嫁ぐ日近く変るものどし

和服着てお茶の稽古にゆく姿

銀杏黄葉に陽ざし燦々

秋うらら川添い走る旅のバス

枝のまま買うお土産の柿
母在ます頃に変らぬ裏通り

マンションの窓ネオン埋めく
月涼しようやく寝ねし子を離れ

ふと覗きみる金魚練乱

ナゥクラス会紅顔の頃なつかしき

炉端に語る夢の大志を

お百度を踏みて掛けたる願いあり

志望大学みごと合格

燗漫と国の花咲き御代栄え

光あまねし勇む若駒

平成八年一月四日首尾

︵於・自宅︶
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月澄みて人も塒に帰える頃

仮設住宅で過ぎし一年

ゥ炊きあがる新米白く光りをり

愛さえあれば何も要らない

天災に結婚式ものびのびに

弓ひき絞る老いの寒日

生きている喜び健康なればこそ

冬月の影にすっぽり露天風呂

一級二級なくなりし酒

おたまじゃくしは何時か蛙に

横綱も遂に優勝のがしたり

旅僧の笠あげ仰ぐ花の空
孫は二人で足りる野遊び

柴柴
崎崎

正美正美正美美正美正美正美正美正子郎

美正美正美正正美正美正美正美正美正美

八大阪・連句愛好会ｌその三Ｖ

歌仙﹃磯の香や﹄
磯の香や若葉をぬらす小糠雨

裏山深く老鶯の声

紅檸かけし娘は緋着て
ボリューム上げて物實りのくる

石段をのぼる足音月明かり
空家の庭にコスモスの咲く

久方の旅早寝する夜

岩佐文子捌

ナォ心病む友長電話竹の秋郁

杖借り参る厄除けの寺菊

愛称を付けられ走る赤いバス房

葛餅作り主と楽しむ玉

語り合う老いし二人に蝉しぐれ富

帰化を果して横綱の恋愛

長かりし水俣訴訟悔残す眞

連句会いたちも飛びだす山の家菊

エイズ住専果てしなき悪郁

佐藤眞理子

栗原富子
西野愛子
岩佐文子

オゥ芋嵐五衛門風呂の早じまい愛

︵於・島根町瀬崎︑海の家北川︶

平成八年五月二十日首尾

春火鉢置く小さき店あり玉

越えてゆく峠の花は三分咲き房

重なる嶺は薄がすみして菊

良寛の生きざま悟り夜を明かす郁

火の用心を告げる木の音文

我庭の紅葉美し後の月玉
神に供えし初もぎの柿富

いづれ劣らぬ才女揃いて房

田村郁子
道下菊子
中村房恵
岡本玉枝
愛

ゥたシずみて虫の音をきく後影
オクションにかシる女はモジリアニ

文
﹈県

うす墨色にたそがれる巴里
夜遊びのあくび連発ギャルの群

Ｉ
有
房

菊

相々傘に粉雪の舞う

恋はうるわし水ぐきの跡
よりそえば冬の満月橋の上
強飯を炊けば亡き母おもい出す

眞

文

一畠

玉

対の酒樽床に据えられ

隅田川早慶レガッタ花吹雪

昼の蛙に睡気もよおす
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八大阪・連句愛好会ｌその四Ｖ

歌仙﹃夜の雨﹄
春おそき日々といえども夜の雨

句座の窓辺に紅白の梅

久々の畑打つ仕事いそしみて

西野愛子捌

世間話にニュース一ぱい

ナォ若布売りの今年も同じ人の来る

コーヒーショップ客のあふれて

野茂登板場内歓声湧きにわき

冬帽子まぶかに人目さけて逢う

子等は弾みて土手に遊くり

ナゥ飼犬の吠えまくりたり穴まどい

マツダの小型アジア駆けるか

掃き寄せられし蝉のなきがら

仮の宮出雲の郷の奥に座す
旅の疲れをふるき湯宿に
新米を味わいながら十三夜

派手なマフラー年下の夫
流行を着ても私は六等身

佐藤眞理子

岩佐文子
道下菊子
岡本玉枝
西野愛子
田村郁子
栗原富子

菊

固き土割り土筆芽を出す

思い出は海に向いて泣きし日々

中村房恵

愛

雛の節句に降れる淡雪

花の山場所取りをするホームレス

文

一百国

玉

平成八年三月二十三日首

平成八年四月十六日尾

鶴

︵於・岩佐宅︶
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マウンテンバイクで駆けぬける孫

月のぼる松の影ひく小石道

虫の音冴えて暗き門灯
ゥ丈六の仏の顔に秋思う
無言電話は誰のいたづら
声高に若き男女はバスの中
どこ吹く風と老二人連れ

妙薬も媚薬も並ぶ古き店
テレビの前の空の酒瓶

郁

吊りしのぶ静かに照らす月あかり

目高掬いし川も荒れたり

房

菊

皀県

文

通学路矢田の渡しのにぎやかに

船頭の唄なまり交りて

誘われて風の吹くまシ花の舞う

紋白蝶はつかずはなれず

柳
楽

房鶴愛文眞房郁玉富菊文丸房眞富郁愛玉

ハ仙台・連句会﹁Ｚａ﹂ｌその一Ｖ

半歌仙﹃青水無月﹄

宮城野の冑水無月や橋の上

萱場健之捌

芥

伊藤鈍
若生芥子
宮腰滝
高橋径
高橋太郎
佐藤無風

朝の涼しき風を行く人

寓説と知りて鶇鵡を照らす月
さびしからずや残菊手折り

めいっぱい芝居して一座発つ

山の宿明治の廊下きしみいて

ゥ秋簾そのままにして客を待ち

滝

鈍

鈍

山田敦子
鉦小

滝

知らぬが佛しのび逢う夜
二代目の先代に似し後ろ影
無人の駅に手荷物ひとつ
水死体緑の沼に浮いており
化けて歌えばオバＱ音頭
﹁ん﹂の境地まだまだ遠き冬の月

敦

中島房子

芥

滝

径

詑び状かくすせんべい布団
卵油にて額てからせ家主来る

時代屋仕切る骨董の市
濃淡に緑は花の中にあり
大手門にも春光の満つ

︵於・エルパーク・仙台セミナー室︶

平成八年六月二十四日首
平成八年八月二十六日尾
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ハ仙台・連句会﹁Ｚａ﹂ｌその二Ｖ

半歌仙﹃出羽路﹄
萱場健之捌

全き三山待っ秋の月伊藤南三

この道は出羽路なりけり木橦咲く佐藤無風

印判天祖父の代より宮腰滝

詰め将棋後の一服萩茶にて中島房子

矢車止り車椅子行く高橋径

直昼時まいまいは舞う池の中伊藤鈍

ひと

瑠璃という名の女を探して鈍

ゥっつましくひとつの願い神詣り無
三つ子よろよろボールぼろりと高橋太郎

庭先を姥の手引きももどかしく若生芥子

神田川から石けん匂い無

お隣りはいつもうるさい新開地南

玲瀧と月のぼり来る暮早し芥

東北大生合宿はじまる無

ほろ酔いまかせ日記など買う南
湯治場に脛の傷なお深くなり径

墨色帯びて春の夕ぐれ滝

と

教会の八角堂に花の雨山田敦子

と

平成八年九月三十日首

︵於・エルパーク・仙台セミナー室︶

平成八年十二月十六日尾
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しっま
るつやま

ほれかおみに
すぎ

ハ仙台・連句会ひらめきｖ

歌仙﹃人去れば﹄

人去ればプール星々集めたり

燈蛾すいつく研修の窓
墨彦むまだ転節に拘りて
たくし上げたるブラウスの袖
溺れても不思議ではない月の原
そぞろ身に入む貰い風呂なり

観光馬車の巡るコロセオ

ワ秋刀魚焼きまだ時差呆けに故郷料理

美姫歌う胸のクルスの揺れていて
征きしあなたをいつまでも待ち

狩野康子捌

荒井きよ子

狩野康子
伊藤寿朗
高橋良雄
草野英子
田中裕子

北寿雄

康

中田早苗
小岩秀子

早

佐藤千賀子

朗

生垣越える冬の半月

残像のあかあかと哀し明時は
オモニ等の声賑やかにキムチ漬

良

けぶる柳に白壁の家

ずっと善人演じ続けて

雄

早

裕

裕

ゆり籠の児の眠りすこやか
京言葉田舎説りに買わされる
花明りとどかぬかげの屋形船

ナォ立ちこぎのふらここ軋む小宇宙千
おなか空いたと呼ぶたまどっち秀

十指みな拡げて今日の爪の色裕

ヒントをねだる神は仏に良

運不運笑い飛ばして生ビール雄

魯迅の像を吹く冑嵐早

胄春の積み木くずしに思い馳せ良

余生にもある恋のしがらみ早
下町の銭湯口笛過ぎてゆき千

駄菓子の老舗店仕舞いする千
月ゆらと騎馬戦の将落ちる時良

鰯のまなこ瞑ることなく裕

ナゥ雨休み久方ぶりに秋場所へ秀
ダンチョネ節は声控えめに雄
この芸は父親譲りガマ油売り良

道草はせぬ僧の修業早

なり

重文の庭に枝垂るる花の形朗

平成九年二月二十七日首

︵於・シニァネット和室︶

卒寿祝に贈る春帽秀

平成九年四月十七日尾
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八横浜・連句会遊子座その一Ｖ

歌仙﹃巣籠り﹄
巣籠りの木の下そっと掃きにけり

芽ぶく記念樹もみじ海業
仲間殖え一年生は元気にて

ワルツ軽やか新しき靴

和田忠勝捌

和田洋子
栃木やよひ

ナォ舂愁も荷物に入れて旅の空英
名代うどんの暖簾あざやか洋
若者は光るパステル長コート雅

炬燵はさんで燃えるジェラシイ英

世は変り離婚再婚堂々と淑

各地名産駅で間にあう英

伴天連の紋章刻む寺の鐘洋

エラ−を誘う俄夕立勝

中井淑子
木谷英子
和田雅子
和田忠勝

峰々越えて烏渡りくる淑

言い訳も今日は何かと目をみつめ

年下夫を自慢気に呼び

洋

洋

勝

平成八年四月七日首尾

︵於・綱島松聴軒︶

大道芸に拍手喝采刀
胸を張り希望に向けて花の門勝
派一杯に光る白魚雅

ポケットのガム封も切らずに洋
塞の神小銭ばかりがちらばってひ

かまっかの色濃くなりて今日の月英

銀行は勘定合って銭足らずひ
会見ノウハウ売る会社出来雅
ひ

ナゥ太り気味パパの頑張る運動会和田憲刀

月よしと杯を重ねる貴腐ワイン

院展審査すんなりと済む

洋

議会休止も血税の無駄

ひ

淑

ゥ竹を伐る老人の顔生き生きと
垣越しに泣くちんくしゃの犬

月暑し煉瓦で結ぶアトランタ

淑

雅

ワイドショー井戸端会議きりもなし

育てし杏色づきし頃

英

杖置きて試歩の記録も少し伸び

蛇穴を出づ多摩川の土手

洋

淑

子と孫と花に埋もれて心満つ
句案のうちに椿寿忌と知り
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和田忠勝捌

誠英忠泰洋淑
駒谷田駒田井

八横浜・連句会遊子座ｌその二Ｖ

歌仙﹃蜥蜴と遊ぶ﹂

隣家賑やか氷かく音

老二人蜥蜴と遊ぶ草むしり
ビール酌む銅のメダルを喜びて

車窓に流る早稲垂る蛍畝

ナォ旅人の鍔広き帽風光る淑

あらいやだ太めぽっちゃりどこがい皇

素行調査の結果報告洋

抱いてみなけりゃ良さは判らぬ勝

結局はふたり一緒に墓の中泰

茶室の床の枝に空蝉洋

浴衣着て現代っ子もかしこまり淑

幸運となる先輩の怪我勝

泥んこのラガー敵とも味方とも英

恐る恐るのレアーステーキ

雑踏の町の三日月細々と泰

油絵搬入紅葉の中淑

ナゥヴィオロンの名器のふるえ身に沁みて洋

売約済は垂挺の的

窯跡の旧きかけらにヒントあり淑

干し椎茸は村の財源英

︵於・綱島松聴軒︶

全山を隈なく包む花の雲勝
胎動ありの声もうら鼻か洋

平成八年八月三日首尾
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束ねて届く厚き祝電
月明し台風一過空広く
携帯電話今は切っとく

ゥ単身の暮らしにも慣れ芋煮会

キスの継ぎ穂に朝のコーヒー

何となく近づきすぎた椅子の位置

到来の観葉植物枯れはじめ
手沢に偲ぶなき人の趣味

般若心経響く黎明

憧れのモンマルトルの冬の月
サンタが走るトナカイ走る
廃品の処理に巨大な予算要り

陽炎揺らし歩む幼子

花大樹豊漁の海たゅたいて

大木和大和中

英洋泰勝英一英泰淑洋一泰一子勝子子子

八東京・連句研究会ｖ

脇起り
文
音百韻﹃威し銃﹄

衆判

貫之に倣ひし色紙なつかしぐ
電話のベルに我にかへりし
咲きすすむ花を窓辺に牧師館

緑の羽根の映える胸もと

ニォ春遅々と盲導犬にいざなはれ
飯沼三千古

角巻の肩寄せあひてわれとあり

父祖五代血涙刻む開拓碑

サイロの尖る果のかすみて

倉垣和子
小林梁

雪の精とも君をたぐへむ

阿片瓢郎

秋気ふるはせ鵠かへり来

古

夢うつつあの世この世をさまよへる

初ォ一天を得て威し銃鳴りにけり

母と子の縁へ月影射しそめて
夕餉の匂ひそこはかとなく

和

グラス片手に愛を告白

目薬をさしそこねしと泪ふく

初ゥ学僧の突っかけ草履音立てず
シルクロードを辿りたる稀書

思はい方に浮ぶにほ烏

古

梁

和

古

梁

和

古

はららご蕎麦を賞でっ酌む酒

剪り紙の如き弦月帖りっきて

たそがれの鐘山の寺より

幹裏にかくるるひとりかくれんぼ

土蔵より虫蝕ひ本の盛衰記
ついえし堀をくぐる虎猫

鎧兜のもとにうたたれ

黒髪のあらはな肌に波打てる

和
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故国の唄をとぎれとぎれに

町角の小公園を通り抜け

梁

晄惚として浸る役柄

さ

ゆく先の地図新らの鞄に
堀寂ぴて枯蔦石の垣を旬ふ

終演の三味賑やかに幕引ける

古
和

梁

評の想成る帰社を急がん
震災の傷痕照らす夏の月

追善茶会の胄簾垂れ

和古梁和古梁和古梁和古梁和古梁和古梁

ニゥ旧友の集ひ出湯の肌寒く

大旦那とて元二等兵

縄文の器の破片たいせつに

熊楠・国男を生涯の師と
けもの径神の使ひの夏鴉
黄泉へ口あく氷室社あり
てんやわんやの仮装行列

新しき草蛙馴染まぬ緒の痛み

月の厨に河豚の家苞

緑濃き山水清き川

きやらのかをりのほのとただよふ

ブッダガヤ訪ひゆく深夜特急便

月今宵黒木の御所の歌合はせ

火を恋ふ膝が机下にありつつ

想ひ募れど進まざる筆

三ゥ別れ蚊を払ふ仕種のものうげに

逢ひにゆくおとがひ襟へつと沈め

乗り遅れたるバス停に立つ

街の空裂きて鋲打ち工半ば

誘拐騒ぎ又もありしと

欧州支局巴里で牛耳る

栄転と云へど海外赴任とは

夏月にテラス張り出す旗亭あり

胡弓の調べ搦々として

離宮には千里の駒の寝やらず

田の面わたりの日射しやはらか

陽炎踏んで追分の道

花びらを褥に在す野の仏

347−

暮れそめて落葉焚く辺へ戻りつく
ご自慢の古伊万里の皿とり出して

骨董店の並ぶ乃木坂

借景の峰笑ふが如し

平安を祈りて花の披露宴
円らかに澄む吾子の瞳は

一一一ォしやぼん玉吹けば彼方の雲光り

ぐずられて共泣きをする幼な妻

ペチカあかあか塊炭をつぎ
チャイナドレスで篭竹を繰る

船着きし銅羅のひびける夜の時雨

風に逆らひゆくが好みで

地もぐりの龍と本性見破られ
ふるさとの過疎を守りて幾年ぞ

古和梁古和梁古梁和古梁和古梁和古梁和古梁和古梁

梁古和梁古和梁古和梁古和梁古和梁古和梁

ナォ屋根替のあとのふるまひ菜飯よし
たんかぱい

寅さん偲ぶ話もちきり

アセチレンにほひなっかし淡呵売

海酸漿の採れる外房

灯台の裾にさかまく卯月汐
無沙汰の友の絵はがきが来る

髭剃りしあとの鏡の薄ぐもり
ネクタイ選びあれやこれやと

彼のひとの好み水玉色は何

舜鰄吐蓉十斗朗一仁対明露︵文音︶
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香る珈琲キリマンジャロか

若かりし遭難の兄偲びつつ
ピッケル斜め前景に据ゑ
月繊しまりもの湖のしづもりて

旅の果なる鳩笛を吹く

同じ間取りの社宅並べる

ナゥ独り身の連休終る文化の日
ごみ袋提げて﹁おはようこんにちは﹂

開店披露ヘリコプターより
たらふくと云ふ程食べてたんのうす

主治医の注意聞きながしつつ
み吉野の花のすだまに輝かれしか

歌書に軍書に千年の春

執

筆古梁和梁古和梁古和梁古和梁古和梁古和梁古和

八横浜・連句パワーｖ

オン座
六句
一

ビートルズの絵葉書に

ノクロ﹄
浅沼瑛捌
浅沼礫
妹尾健太郎

モノクロ

白黒のジョンとジョージや秋の暮
はつぴ着て見るあかねとんぽよ
堀本吟

行水のしみじみ適齢期は過ぎぬ

え
しばらく南は風
に憩ふ濡縁

嘆

ひ

吟

瑛

郎

中西ひろ美

干し魚に祭の近き月がでて
豪華客船向きを変へっっ

どきどきどんなくらくらくらし

ラヂオでは大陸からのアナウンス

東京都文京区善光寺坂

ひ

郎
吟

映ってしまふライトスタンド

郎

︲

雪の加速度さまたげてゐる

漢

レーザーの一閃走る真の闇
よろこんで﹁やる気茶屋﹂かな町外れ

執筆

瑛

ひ

吟

俺が勝手に惚れたマニキュア

刺青の花見て月に投げキッス
崖にふるへる日本たんぽぽ

老若男女万歩計セョ

戦前
の天長節の危ふさょ
ラウ一一ヤクナンニョマンポヶィ

拝唾

舜十ユ明二十計申誇︵文音︶
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モ

八東京・連楽会ｖ

歌仙﹃風呂吹﹄
高畑自遊捌

ォ風呂吹の煮え確かめつ盃重ね中村洋

倉より出せる寒山の軸春原順

この壷の匂い名匠手練にて高畑自

﹁シャルウイダンス？﹂賞を総舐め順

ナォ風立ちて佐保姫の袖ひるがえり緑

ジャズピァノライブなりゃこそ咳払い加藤良之

ＣＭ軽快新車発表右

鼻水すすり虎落笛聞く之

消費税上がらぬ前の河豚食いに遊

有り難き火の粉いただく奈良の寺右

金婚祝孫も揃って緑

天皇制の是非別にして遊

待たるるは皇太子妃の御懐妊順

日展出品絵巻一幅右

平家琵琶猫も聴き入る二日月之

人道上は飢え救いたく〃

ナゥ富士を背にコンバインゆく黄金の田遊

鎖だらりと犬も春眠右

駅前に献血車いる加齢憂き之

畑うつ人の影おちこちに遊

家郷には土蔵を覆う花大樹之

︵於・セシオン杉並第二集会室︶

秤淋狐稗十唾朋二汁罰肥雷︵一部文音︶

3ラ0−

大道芸は脱サラの意気伊藤緑

寝ころんで仰ぐ異国の月青く村上悦
栗を拾いし子はすやすやと

胸のうち知る聴診器欲し

ワ解禁の﹁チャタレイ夫人﹂読む夜長

豪華船にて世界一周

イエースと目では言ってて口でノー

笑うなよイタ飯食べて箸使い

髪揃わぬにゴッッアンです岡本秀
うすものまとい社長就任︵リクルート︶

ホームラン打ったその先夏の月

拉致さると報道がらり変節漢
幕間にかけずり回る道具方

燕飛び交う言問の橋

花咲かせ卒寿を越えて花の散り︵都小平︶

右悦順遊順右道右順遊悦順右子雨遊子右

八町田・和光大学ｖ

歌仙﹃さざめき﹄
山左右捌

ナォ新学期あの娘はどこへクラスがえ花より団子

駅で待ち伏せ偶然のふり紫波

人の来ぬ橋のたもとのラブソング晏子

闇にほほ笑む自民ポスター江楼
政築をせかす木枯し消費税浮世子

ふといたずらな春風が吹く裕子

ラケットおいてエプロンむすび晶月

名人芸輝き失くし引退へ泰庵

かんなの屑も無駄に散らすな山左右

黄色のひかりああ灯台よ弥生

さざめきをさそって桜並木かな山左右
ひらりひらあてどなく飛ぶもんしろ蝶見軒

息を止め紅葉散らして待ったキス雲臥

七輪であぶるさんまに網のあと用香
月もむせぶかしのぶ想い出怒利庵

月の海へみちぴかれ行く宇宙船西風
さそりや射手をわけすすむ汽車朝来

汗を流して踊れブラジル絵葉

青信号でも動けないまま呆苦殿軒
ナゥ見てみたい大渋滞の先頭を水車

知り合いによく似た背中追いかけて泉翠

人目を忍ぶジャックとクイーン未確認歩行物体

ゥ﹁落ち葉にも似た運命﹂と占い師山左右

いつ会えるかは尋ねずにおく胄煮斎

別れ際雪の舗道に恋文を浮世子

大壺に投げ入れておく花の枝山左右

山左右以外は初心の学生

平成八年四月首
平成九年一月尾

︵於・和光大学議義︶

疑問のかおるよふけのさんぽイスパニァ

岩に腰かけビールで乾杯福斎

ヒヤシンス根を伸び伸びと春りり庵

米の子供らさらさら泣くよ江楼

山小屋で泊まりあわせて友となり十六夜
手のひらに落ちた砂金は月のこな十六夜

収穫祭すずめ・ねずみが踊り出て晶緒

猫は勝手の瓶にぽっちゃん山左右

ビルの真ん中うぐいすの声湘南

わが輩は花の都で軒を借り望
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連句協会支部
連句協会愛媛県支部

連句協会岩手県支部
顧問小林文夫

支部長渡部伸居
事務局宇都宮柏葉
〒791‑02松山市南梅本町619

支部長小原啄葉
副支部長志和正巳菅原多つを
事務局沼宮内凌子
〒020‑01盛岡市西青山2−4−41

（()89‑975‑3251）

連句協会関西支部
支部長近松寿子
事務局
同

(()197
連句協会栃木県支部

〒567茨木市北春日丘2−13−7
(0726

23

支部長手塚七木
副支部長高井利夫・中尾硫苦
墨谷ひろし・田浪富布
事務局富田昌宏
〒32944栃木県下都賀郡大平町

8817)

連句協会石川県支部

支部長中田風来
事務局
同
〒929‑03石川県河北郡津幡町字
加賀爪二3 津幡町役場
(()762

下皆川721
（0282

88‑2121)

43‑2664）

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−l
富山新聞社内

連句協会三重県支部

顧問名古則子
支部長村田治男
事務局中田泰左
〒514津市南丸之内9−1］
(0592‑27

46‑5164)

(0764

91

8111)

連句協会香川県支部

2437)

支部長渡邉陽行
副支部長植松晴子・廣谷青石
大平青竜子
事務局渡邉陽行
〒764香川県仲多度郡多度津町
青木169

連句協会埼玉県支部

顧問金子兜太
支部長宇咲冬男
事務局小林しげと
〒334鳩ケ谷市桜町4−11−35−1

（0877‑33‑0549）

(0482‑81‑8161)

大分県連句の会
支部長佐々木均太郎

岐阜県連句協会

会長国島十雨
事務局伊藤白雲
〒503大垣市室村町4‑156
(0584

73

〒874別府市青山町2
（0977

0774)

連句協会千葉県支部

顧問東明雅・今泉忘機
支部長今泉宇涯
事務局
同
〒272市川市市川1 8 ］
(0473‑22 4214)
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4476）

庁ハ

イム

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

（常任理事会）
第21条常任理事会は原則として隔月に会長が
招集する。常任理事会の運営については別に
定めるところによる。
（総会）

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

（総会の議長）

2． 特別会計
（経常会計）
第27条経常会計の収入は会費、協力金その他
とし、 これによってこの会の経常的運営の支
出にあてる。

（特別会計）
第28条特別会計の収入は連句グループ､会員、
関係団体等よりの寄付金とし、これを基金と
して積み立てるものとする。
（経常会計の剰余金）

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

第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
するところによる。

第7章会

計

（会計の種類）
第26条この会の会計は次のとおりとする。
1. 経常会計

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

（規約の変更）
第31条この規約は理事会において理事現在数
の4分の3以上の議決を経、かつ総会におい
て出席者の4分の3以上の議決を経なければ
変更することができない。
第9章解
散
（解散）
第32条この会の解散については前条に定める
手続きを準用する。
この規約の制定､施行は昭和63年10月1日とす
る。

平成2年9月1日一部改訂。
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･小松崎爽青･草間時彦・

(評議員）

秋元正江･江森峰雲･片山多迦夫・
加藤耕子・品川鈴子・関川竹四・
牧野巌・松永静雨・真鍋天魚

常任理事浅野黍穂・磯直道・伊藤薮彦・
川野蓼艸・小林しげと・式田和子・

誓鱒諭駕響輔鰯：

永田黙泉

(役

理

員）

宮下太郎・森三郎
事池川媚谷・井門可奈女・伊藤白雲・
内田素舟・小川広男・唐渡北勢子・

狩野康子･中川哲．…

会
長今泉宇涯
副会長上田溪水・宇咲冬男・國島十雨・

西幾多・二村文人・福田多ろを・
矢崎藍

近松寿子
理事長土屋実郎

国民文化祭担当理事渡邉￨場行く香川＞
監
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『連句協会』規約
第1章総

則

第4章役

（名称）
第1条この会は連句協会という。

員

（種別）
第1l条この会には次の役員を置く。

（事務所）

1．

第2条この会の事務所は会長の指定する場所

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）

に置く。

（支部）

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

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

第12条理事および監事は会員のなかから総会
でこれを選任する。会長､副会長､理事長およ
び常任理事は理事会の互選でこれを定める。
（理事の職務）
第13条
1．

会長はこの会の業務を総理しこの会を代
表する。
2． 副会長は会長を補佐し会長に事故あると

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

きは、あらかじめ会長が指名した順序でそ
の職務を代行する。

次の事業を行う。

3．

l.
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

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

6．

る。

5．

その他前条の目的を達成するために必要
な事業
第3条会

正会員
賛助会員

3

名誉会員

第14条監事は会の会計を監査する。
（役員の任期）

第15条この会の役員の任期は2年とする。た
だし再任を妨げない。
第5章名誉会長、顧問、名誉会員、評議員
（名誉会長）
第16条この会に名誉会長を置くことができ
る。名誉会長は総会の議決を経て推戴する。

（入会）

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

（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。
1．

正会員

会長の諮問に応じる。

（名誉会員）

年額3千円

2． 賛助会員年額1万円以上
名誉会員は会費を納めることを要しない。
（資格の喪失）
第9条会員は次の事由によってその資格を喪
失する。
l.

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）

員

（種別）
第6条この会の会員は次のとおりとする。
1．
2．

理事長は会長、副会長を補佐してこの会

理由なくして会費を1年以上滞納したと

第18条この会に名誉会員を置くことができ

る。名誉会員は理事会の議決を経て、会員の
中から会長が委嘱する。名誉会員はこの会の
業務について意見を述べ、 また会長の諮問に
応じる。
（評議員）
第19条この会に評議員を置くことができる。

き

評議員は理事会の議決を経て、会員の中から

（退会）

会長が委嘱する。評議員は理事会の諮問に応

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

じる。

第6章会

−32−

議

連句協会規約
一」

未来図連句会

鍵和田柚子
連絡先108港区高輪2‑1‑51‑302
原田千町(03‑3445‑6462)会員13
名
目黒連句会
渡邊
博
師系･宮下太郎連絡先152目黒
区中央町2‑25‑1‑204渡邊博(03‐
3713‑6709)会員10名
メヌエット−若い現代連句の会

川端秀夫
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(03‑3724‑4263)会員3名
やまくに連句の会

水谷純一郎
連絡先87107大分県下毛郡山毛
町守実水谷純一郎(0979‑62‑
2009)

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
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
(045‑5317174)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251‑1伊藤敬子(052‑701‑
5050)会員7名

やみつくば会

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

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4‑48小林
梁(0488‑32‑5828）

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

師系・宇田零雨・木村葉山・磯
直道連絡先155世田谷区代田2
9‑1福島新吾(0334148426)会
員11名

連句パワー
浅沼

嘆

師系･眞鍋天魚連絡先241横浜
市旭区中希望ケ丘9714浅沼
"(045‑362‑2717)会員3名
連楽会

高畑自遊
師系･阿片瓢郎連絡先168杉並
区和泉42615高畑自遊(03‑
3323‑2454)会員6名
鹿吟舎

よみうり文化センター京葉

引地冬樹
師系･今泉宇涯連絡先274船
橋市三咲8‑3‑2O引地冬樹(0474‑
48‑7260)会員10名

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

若泉連句会

落柿舎連句会

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

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

榛炭会
蒲

幾美

師系･中村俊定連絡先215川崎
市麻生区王禅寺767‑36蒲幾美

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

(044‑9558726)会員8名
−斗0

ぱせ

2112)会員7名

l〕

田1廿里連句会

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(058‑387‑2035)会員13名
八戸俳話倶楽部
関川竹四

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

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

内海良太
師系･名古則子連絡先216川崎
市宮前区野川3138‑17山口和義
（044‑777‑2460)会員8名
はらい

がわ

祓

川

黒田耕三
師系･鈴木春山洞連絡先791松
山市新浜9‑25黒田耕三(089951
2889)会員9名
ぱるしゅ

芭流朱連句会
鈴木春山洞

師系･松根東洋城連絡先791松
山市三津1‑3‑13鈴木春山洞(()89
9510064)会員30名
B

面

名古則子

連絡先359所沢市並木8 1 1‑709
名古則子(042996‑0820)会員4
名
ひいらぎ連句会

小路紫峡
師系･阿波野青畝･岡本春人連
絡先657神戸市灘区宮山町2‑7‐

15ひいらぎ発行所(078‑821‑
0550)会員60名
燧連句会

植松晴子(晴峰）
師系・鈴木春山洞連絡先769‑
16香川県三豊郡大野原町花稲
9O7植松晴子(0875‑52‑2137)
日ノ出連句会

山根於京
連絡先519‑06三重県度会郡二見
町茶屋509山根於京(05964‑3‑

崎あきら(0956‑31‑6149)

東松山連句会

松喜久会

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池川蛎谷(089966
‑3608)会員30名

藤井

浩

師系･阿片瓢郎連絡先173板橋
区仲宿58‑8‑603(03‑39644372)
会員3名
松山連句協会

菱の実会

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

渡部伸居
連絡先791‑02松山市南梅本町
609宇都宮柏葉(0899753251)
会員20名
松山連句教室

PC‑VAN電脳連句

松永静雨

木原幹雄
連絡先185国分寺市東恋ケ窪2−
293林義雄(0423‑241831)会員
24名

師系･宇田零雨連絡先790松山
市余戸中2‑13‑19井上弥生(089‑
973‑6055)会員10名
摩天楼連句会

ひよどり連句会

星野石雀

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

師系･野村牛耳連絡先262千葉
市花見川区花見川26105星野
石雀(043‑286‑0725)会員6名
窓連句会

ひらめき連句会

小林和恵

狩野康子
連絡先981仙台市青葉区双葉ヶ
丘2‑5‑12(022271‑0005)会員8

師系･名古則子連絡先154世田

谷区太子堂35 13小林和恵，会
員18名

名
摩耶連句会

広野連句会
村木佐紀夫
連絡先520大津市桜野町l‑13 16
村木佐紀夫(0775‑225444)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3‑230佐野千
遊(078731‑0334)会員11名

15名
丸亀連句会

風蘭社連句会
若尾よしえ

師系･東明雅連絡先155世田
谷区代田3‑10‑22若尾よしえ(03
34226874)会員10名

廣谷高士(青石）
師系･鈴木春山洞連絡先763丸
亀市城南町758廣谷高士(0877
22‑4201)会員6名
三重県連句協会

藤が谷連句会

中島啓世
師系･東明雅連絡先251藤沢市
鵠沼松が岡4‑14‑19A22中島啓
世(0466‑273556)会員8名
北杜連句塾
狩野康子

連絡先981仙台市青葉区双葉ケ

村田治男
連絡先516伊勢市船江1‑9‑29喜
多さかえ(059622‑2317)
三河連句会

斉藤吾朗
師系･宮下太郎連絡先445西尾
市伊藤町伊藤前15‑l斉藤吾朗
(0563‑578332)会員12名

丘2‑5‑12狩野康子(022271‑

0005)会員15名

三豊連句会
植松晴子

禍連句吟社

・山崎あきら
連絡先857佐世保市山祇町7‑2山
29−

連絡先76916香川県三豊郡大野
原町花稲907(0875‑52‑2137)

今泉忘機
師系・上甲平谷・清水瓢左連
絡先272市川市北国分1‑2 19星
野恵則(0473‑726448)会員28名
多度津連句会
渡邊陽行

師系･鈴木春山洞連絡先764香
川県仲多度郡多度津町青木l69
渡邊陽行(0877‑33‑0549)会員6
名

(059628‑1395)会員7名
電通連句会

逸見
篤
連絡先101中央区築地111電通
マーケッティング局逸見篤気付
（033544‑5468)会員20名
東京義仲寺連句会馬山人記念会
師系･野村牛耳･高藤馬山人連
絡先182調布市上石原2‑27‑9川
野蓼艸(0424‑85‑5480)会員10名

多摩連句会

宮下太郎
連絡先206多摩市桜ケ丘1‑53‑1O
宮下太郎(0423747002）
丹

想
秋山正明

連絡先661尼崎市塚口町l‑22l
207秋山正明(06421‑1606)会員

杉山壽子
師系・東明雅・式田和子連
絡先486春日井市六軒家町5‑64
杉山壽子(0568‑83‑5763)会員7
名

師系･三好龍肝連絡先228相模
原市上鶴問395赤田玖実子(0427
藤咲ひろし

‑42‑0380)会員7名

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(045501‑4907)
土筆・有楽帖三吟会
連絡先214川崎市多摩区栗谷14
16遠藤嘉章

‑45‑0407)会員3名

大林杣平
連絡先233横浜市港南区上永谷3
‑20‑34土屋実郎(0458438059)
会員40名

‑7260)会員10名

414318二村文人(0764‑36‑
2257）

高木一恵
連絡先270‑14船橋市小室町2804
高木一恵(0474572912)会員7
名

師系･矢崎藍連絡先470‑1l
豊明市前後町仙人塚1736 144永
坂博美(0562‑92‑1030)会員18名

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
(089‑9262331)会員7名

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

砂川斗志男
師系・渡邊陽行連絡先769‑23

香川県大川郡長尾町西683‑1O砂
川敏夫(0879‑52‑4391)会員10名

‑2121)会員36名
習志野連句会
つらつら吟社

山岸れい子

師系・宇田零雨・宇咲冬男連
絡先102千代田区一番町2010
202古館曹人(03‑3262‑9350)会
員3名

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

窪田

薫

連絡先06()札幌市中央区北6条西
23丁目窪田薫(011‑631‑4009)会
員76名

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
淀川区野里2‑11‑16メロデイハ
イム塚本502岡本星女(06477
7445)会員オープン制
俳譜田園(協会主催）

連絡先227横浜市緑区藤が丘2
25‑2中尾青宵(045‑973‑1760)
白塔歌仙会

長尾連句会

津幡連句クラブ

乃木坂散人連

俳話接心
永坂博美

どん・あ・ くらぶ

つたの会

東
明雅
連絡先413熱海市熱海1812282
ライブケア梅園台421杉内徒司
（0557‑82‑6460)会員105名

俳話寺芭蕉舎

富山県連句協会
連絡先93001富山市呉羽富田町

引地冬樹

師系･今泉宇涯連絡先272船橋
市三咲8‑3‑2O引地冬樹(047448

日本作家クラブ連句会
市村美就夫
連絡先150渋谷区広尾3174二
村マンション205中島まさし(03
34075368)会員20名

俳譜工房

都心連句会

とよあけ連句会

筑波連句会

3‑1846)会員7名

・古館曹人

桃天樹ﾛ金聚
赤田玖実子

師系･今泉宇涯連絡先300土浦
市中村南1‑23‑12藤川祐子(0298

田島竹四
連絡先51705三重県志摩郡阿児
町国府112069田島竹四(05994‑

猫蓑会

桃雅会

13名
ちばらき連句会

南草連句会

鴇田秋甫
連絡先275習志野市実籾町2‑8(）

師系･名古則子連絡先516伊勢

鴇田秋甫(0474‑72‑6270)会員15

市大世古3‑8‑24山岸れい子

名
−28−

佐藤俊一郎

連絡先35002坂戸市伊豆の山町
1730会員11名
芭蕉記念館連句会

宇咲冬男
師系・藤井紫影・宇田零雨連
絡先262千葉市花見川区武石町1
75阿部朝子(043273‑7543)会
員20名

2481772)会員25名

3606)会員10名

紫薇の会

喜多さかえ
師系・清水瓢左・名古則子連
絡先516伊勢市船江1‑9‑29喜多

しらさぎ連句会
澁谷

武田玄女
師系・寺岡情雨連絡先799‑13
束予市楠甲14223田中一火女
（0898665528)会員10名

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
樹氷連句会

城

犬島正一

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

連絡先939富山市西中野本町5
14犬島正‑(0764‑213494)会員
5名
樹林連句会

新月座

師系･林空花連絡先177練馬区
石神井町3912‑401草刈澄
（033996‑8530)会員15名
湘南吟社

二上貴夫
連絡先194町田市高ケ坂404二上
貴夫(042723‑7060)会員11名

湘南連句うらら会

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

蒲原志げ子

永沢安栄

師系･東明雅連絡先248鎌倉市
常盤937‑219蒲原志げ子(0467
317829)会員6名

師系･笹白州連絡先996新庄
市北町5‑19会員6名
新庄北陽社

正

風

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

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

谷敷
寛
連絡先112文京区春日2252谷
敷寛(03‑38118519) 会員7名
宗祇法師研究会

林
茂樹
顧問・金子金治郎連絡先521‑
12滋賀県神崎郡能登川町泉台
215‑24林茂樹(0748‑42‑2037)
会員8名
爽睦会

野重子(0857‑29‑0667）

草門会

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
創の会

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

22‑2086)会員38名
埣啄会

深大寺連句会
正風大府支部

久野溪流
師系・寺崎方堂連絡先470‑11
豊明市阿野町上納916鈴置一花
（0562‑924521)会員25名

浅春連句会

高野重子
連絡先683米子市夜見町2395高

信州大学連句会

名古則子
師系・根津芦丈・清水瓢左連
絡先359所沢市並木8‑1‑1‑709名
古則子(042996‑0820)会員10名

さかえ(059622‑2317)会員7名

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

森
三郎
師系・石沢無腸連絡先369‑12
埼玉県大里郡寄居町寄居982森
三郎(0485‑81‑0077)会員10名

員14名
染井の会

すず

篠

蒲

正風和気支部

岡田史乃
桐山北天

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

師系･鈴木香歩連絡先1{)7港区
赤坂69‑4‑301岡田史乃(03
3582‑0081)

醍醐連句会

裾野連句会
上毛連句会
伊藤綾志

師系･宮下太郎連絡先371前橋
市朝倉町3537伊藤綾志(027
261‑2297)会員15名
しらぎ〈

大西貞女

師系・清水瓢左・名古則子連
絡先51003三重県安芸郡阿芸町
上野116873大西貞子(0592‑45

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1l名

砂川敏夫

高橋路草
連絡先410‑11裾野市佐野1490‑
2(0559‑92‑3874)会員16名
清流連句会

師系・渡辺陽行連絡先769‑23
香川県大川郡長尾町西683 1O砂
川敏夫(0879‑52‑4391)会員10名
大智院連句会

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

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

せきれい

つ守
一垂ノー

連絡先456名古屋市熱田区中出
町1‑20日比野マンション3B
（052‑6831376)会員3名

代(093‑651 1393)会員18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

里の会

〈のいち連句会

さん

熊谷ニットモール教室

宇咲冬男
師系・藤井紫影・宇田零雨連
絡先360熊谷市上之13424中
和枝(048523‑7()39)会員20名

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

雲の会

村野夏生
師系･野村牛耳連絡先165中野
区江古田4182杏花村塾(03

木の会

草間時彦
連絡先24011横須賀市秋谷5237
藤井弘美(046857‑2764)会員限

3387‑2321）
耕

加藤耕子
連絡先467名古屋市瑞穂区石田
町l‑36加藤耕子(052‑841‑5054）

藤白雲(0584730774)会員80名
興聖寺連句会
岐阜連句会
大野國士

師系・國島十雨・東明雅連
絡先50O岐阜市加納中広江町68
横山ピル松尾‑(0582‑74‑9479)
会員6名
錦心会
渡部伸居

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

吉本世紀
連絡先328栃木市室町1‑13吉本
画廊内(028223‑3665)会員7名

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(089945‑
1154)会員15名
郡山連句会

佐藤
淳
連絡先963‑01郡山市三穂田町川
田東2佐藤淳(0249‑450218)会
員5名
小瀬川連句会

永野
薫
連絡先739‑06広島県大竹市栗谷
町大栗林739永野薫(08275‑6‑
0344）

さ

く

き

磯

直道

師系・藤井紫影・宇田零雨連
絡先332川口市飯塚4‑4‑7磯直
道(048251‑3033)会員300名

矢崎
藍
師系･東明雅連絡先473豐田市
竹元町ニツ池6‑44加藤治子
（0565‑53‑2224)会員22名
さがみ連句会

山元志津香

くさくき北九州支部

木部八千代
師系･宇田零雨連絡先803北九
州市小倉北区都2‑712木部八千

どう

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

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
（088‑727()81)会員15名

宮下太郎
師系・松根東洋城・野村喜舟・
阿片瓢郎連絡先206多摩市桜
ケ丘1‑53‑10宮下太郎(042374‑
7002)会員40名
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(0427450407)会員7名
子規記念博物館友の会連句教室
鈴木春山洞
連絡先790松山市道後公園1‑30
松山市立子規記念博物館事務室
内(089‑931‑5566)会員30名
鴫立庵連句会

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

二ろも連句会
く

じゃく

三尺童

鹿の会

定

国島十雨
連絡先503大垣市室村町4156伊

菅谷有里
師系･清水瓢左連絡先248鎌倉
市佐助1‑149菅谷有里(046722
8382)会員8名

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

義仲寺連句会

岐阜県連句協会

井門可奈女
師系・栗田樗堂・富田狸通・鈴
木春山洞連絡先790松山市湊
町4‑6‑6丸三書店内井門可奈女
(089931‑8501)会員7名

寺岡情雨
師系・宇田零雨連絡先791‑01
松山市白水台4‑12‑8寺岡情雨
(089923‑6028)会員10名

きさらぎ連句会

小池正博
連絡先594和泉市いぶき野2‑2()‐
8小池正博(0725‑56 2895)会員
10名

佐久良連句会

くさくき松山支部

師系･宇咲冬男連絡先229相模
原市若松2‑11‑10山元志津香
（()427‑45‑4628)会員10名
へ／

路0−

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
(058‑239‑0037)会員100名
獅子門蕊杖社
本屋良子

師系･國島十雨連絡先500岐阜
市五坪145086本屋良子(058‑

かないわ

岩手県連句協会
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40名
宇宙連句会

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

(089‑9310506)会員13名

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）
香川連句会

渡邉陽行
師系･鈴木春山洞連絡先764香
川県仲多度郡多度津町青木169
渡邉陽行(0877‑330549)会員7
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(()47362‑3822)会員12名
奥美濃連句会
水野

隆

連絡先501‑42岐阜県郡上郡八幡
町新町929おもだか家(05756‑5‑
3332)会員13名

しず
河野玄磨

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

渡部伸居
師系･松根東洋城･阿片瓢郎連
絡先791‑02松山市小野町15渡部
伸居(089‑9751532)会員10名
おぼろ連句会

高橋昌民
師系･鈴木春山洞連絡先791松
山市山越2646高橋昌民(089‑
925‑5214)会員8名

小川邦明
連絡先999‑52山形県最上郡鮭川
村京塚3430(0233‑552401)
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

戸田貝江

師系･阿片瓢郎連絡先183府中
市府中2‑319戸田貝江(042268
‑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3‑1‑47‑202鈴木漠(078‑302‑

2230)会員3名
解

笹
貞子
連絡先996新庄市松本348

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束予
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

師系・野村牛耳・林空花連
絡先155世田谷区代沢1‑3‑7小原

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伊那市山寺区山本町
3185根津芙紗(0265‑78‑4723)会
員18名

歌留蓑連句会

連絡先220横浜市西区久保町48‑
14金子鳴陣会員18名

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(()888‑44‑
0409)会員2()名
川内連句会

池川媚谷
師系･松根東洋城･阿片瓢郎連
絡先791‑03愛媛県温泉郡川内町
則之内甲2153‑1小倉静子(089‑
9662781)会員8名
神田川連句会

野間予志女
師系・松根東洋城・佐伯巨星塔
連絡先790松山市萱町4‑1‑1野間
予志女(0899‑257789)会員10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(033680‑0053）
神田義仲寺連句会
伊藤秀峰

花扇会

宮
県人
連絡先344‑01埼玉県北葛飾郡庄
和町大衾600‑4二宮方宮県人
（0487461443)会員5名

師系･斎藤石嬰連絡先101千代
田区内神田1‑6‑6伊藤秀峰(()3‑
3292‑0835）

観音寺連句会
野口雅舟

野刈
小原洋一

兜の会

夏炉の会

風の巷

歌仙・集亭

縦

小松崎爽胄
師系・大竹孤悠連絡先319 12
日立市名坂町1 31 12西幾多
(029452‑3671)会員19名

金子鳴陣

風の香連句会

勝山連句会

貝の会

かぴれ連句会

山下七志郎

雅秀会

おどおり

小郡連句会

金石公民館俳話研究会
松本苔花
連絡先920‑03金沢市金石西45‐
32松本苔花(076267‑1045）

鴨

連絡先98O仙台市青葉区二日町
1()‑15 1F喫茶室｢集｣内会員約
20名

連絡先768観音寺市柞田町油井
野口雅澄(0875250979)会員8
名
桔梗連句会

洋‑(03‑3413‑6670)

田先由紀子
つく
−4ノー

’ 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
亜の会
原しよう子

川西市美園町1‑3‑406号片山多
迦夫(072758‑3198)会員10名

連絡先465名古屋市名東区本郷3
あるふあ会

164‑502(052‑7728712)

高津明生子
村野夏生

師系･野村牛耳連絡先165中野
区江古田4‑182杏花村塾(03‑

72‑14(045351‑5806)

中津秋野

師系・清水瓢左・名古則子連
絡先516伊勢市神久3‑232中津
秋野(059622‑1691)会員10名

金井教子

青葉連句会
有馬篝子
師系･宇田零雨連絡先107港区
赤坂4‑8‑15紅仙ビル同人社(03‑
34024121)会員11名

師系・根津芦丈・宮坂静生連
絡先39017長野県南安曇郡梓川
村杏金井教子(026378‑3808)会

小野寺妙子

連絡先98O仙台市青葉区梅田町4
−28小野寺妙子(022233‑0693)

天霧連句会

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

福田真久
師系・三好龍肝連絡先95202
新潟県佐渡郡畑野町畑野772本
間昭雄(0259‑66‑2079)会員28名
天の川連句会東京支部
福田真久

師系･三好龍肝連絡先215川崎
市麻生区栗平1 32福田真久
（0449874442)会員13名

明

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

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

宇咲冬男

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8‑7 1大
平美代子(042724‑3800)会員15

片山多迦夫
師系・清水瓢左連絡先666‑01

宇咲冬男

15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206多摩市桜
ヶ丘1 531O宮下太郎(042374‑
7002)会員6名
市川俳譜教室

師系・藤井紫影・宇田零雨連
絡先272市川市市川1‑8 1今泉宇
涯(047322‑4214)会員45名
いなみ連句の会

伊

賀

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
山郡阿山町円徳院1151恒岡成弥
（0595‑430203)会員22名

山本秀夫
師系・二村文人連絡先932‑02
富山県東砺波郡井波町山見140(）
井波町総合文化センター内いな
み連句の会(076382‑5885)会員
31名
茨の会

伊勢原連句会
近藤蕉肝

名
あしべ俳諸塾

池袋連句会

今泉宇涯
あらくさ連句会

あした連句会

師系・藤井紫影・宇田零雨連
絡先114北区豊島4‑1634‑403宇
咲冬男(03‑3927‑1022)会員50名

1831)会員10名

師系･藤井紫影･宇田零雨連絡
先227横浜市青葉区みたけ台2−
22臼杵瀞児(045‑9713293)会員

（0877‑332475）

陽
藤田

伊豆芭蕉堂連句会
石渡蒼水

天の川連句会

合川月林子
師系・品川鈴子連絡先76916
香川県三豊郡豊浜町和田浜本町
1233‑2合川正雄(0875‑52‑2213)
会員12名

名

師系･斎藤石嬰連絡先414伊東
市弥生町32石渡蒼水(0557‑37‑

会員7名

茜連句会

連絡先177練馬区谷原520‑14鈴
木美智子(03‑3925‑5930)会員4

員25名

高森秋義
青葉城連句会

いさよひの会

鈴木美智子
梓川連句会

3387‑2321）

連絡先259‑1l伊勢原市上粕屋
1766大津博山(0463‑94‑3402)会
員13名

−24−

巴

五十鈴吟社

連絡先241横浜市旭区南本宿町

ああの会

紫

(五十音順）

近松寿子

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

全国連句グ
ﾛ■■■

戸

口編集後記□
＊平成九年度版の連句年鑑は寄稿者の入念な校正その他で少し発行が遅れまし
た︒八年度版は完売・増刷となりました︒年鑑の評価︑読者増を嬉しく存じま

す︒今年は二六三巻の作品を収めました︒評論は﹁連句の性格付︑三句の渡
り﹂今泉忘機先生︑協会内部から﹁連句と俳句の間﹂引地冬樹︑エッセイ﹁旅
路の果て﹂川野蓼艸の両氏に執筆いただきました︒お礼を申します︒又︑協会
＊ところで︑今年度の年鑑作品の中からは連句協会賞の選考がなくなりました︒

賞の受賞作品も再掲載しました︒

国民文化祭︑各地の大会で賞が出るようになったことなどによりますが︑協会
について︑どんなご意見でもけつこうですから協会事務局︵年鑑発行所︶へ積

賞について考え直してみるということです︒会員の方々の﹁協会賞のあり方﹂
極的・建設的な提言をお寄せ下さい︒﹁連句年鑑﹂の発行は従来どうり続けます︒

協会としての現代連句のアンソロジーですから︒講読者もふやして下さい︒
＊毎年のことながら︑地味で下積みな編集︑校正作業は磯直道常任理事︑小川
廣男理事︑名簿の方は伊藤藪彦常任理事にご苦労をおかけしました︒感謝申し
八宇咲冬男Ｖ

上げます︒〃年鑑″についてのご意見もいただきたくお願い致します︒
＊今年は特に公私とも超多忙でした︒︵定年が待たれる毎日です︶︒年鑑編集に

小川廣男氏が理事として参加されたので大助りです︒校正等︑いろいろミスが
＊それにつけても作品は読み易い字で書いて下さるよう︑お願いします︒また︑

あろうかと思いますが︑すべて私と小川氏両名の責任です︒お詫びします︒
昨年版でも申し上げましたが︑作品・原稿の送付先︑グループ・会員の変更︑

八磯直道Ｖ

出品料の送付先︵送付方法︶すべて役割分担しております︒おまちがえのない
ようにお願いします︒

平成九年九月二十日印刷

平成九年版連句年鑑

平成九年九月二十五日発行
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