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昭和五十六年十一月相互の懇親を通じ連句興隆を目的として連句懇話会を結成した時︑第一の事業として

決定した項目は会報の発行︑全国大会の開催︑連句年鑑の作成であった︒幸いにして設立後七カ月で入会し

た三百名の会員と幹事各位の御協力と御後援で︑これらの事業は順調に進行し絃に第一回の連句年鑑の出版

を見るに至ったことは各連句グループの御尽力によるものと衷心から感謝する次第である︒連句界がこのよ

うな全国的な組織を持つたこと自体始めてであり︑従来かかる出版物がなかったので︑判明している限りの

関係先に依頼状を発送して所定項目を集録したが︑それぞれの事情から未回収のものも二︑三あり︑将来別

の機会に内容的にも︑グループ的にも一層整備することを祈念しつつ︑一応五十七年四月現在到着した資料
に基き取あえず︑最初の連句年鑑として世に送るものである︒

昭和五十七年七月

代表幹事阿片瓢郎
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序

凡例

一︑本年鑑の内容は幹事会の打合により決定し昭和五十六年末を基準として資料の作成を各連句グループに
依頼した︒

二︑連句作品は百韻︑五十韻︑源氏︑世吉︑歌仙︑胡蝶︑半歌仙︑ソネット等各連句グループの意向に従い提

出されたものを︑編集の都合で一部割愛したほかはそのまま集録した︒又仮名使いは原文のままとした︒

三︑各連句グループの概況は結成年月︑師系︑代表者名︑会員数︑連絡先︑方針等を掲載した︒
四︑全国連句人名簿は俳号︑姓名︑住所︑電話番号︑所属グループ等を掲載した︒

五︑本年鑑の編集委員は阿片瓢郎︑今泉宇涯︑宇咲冬男︑城戸崎丹花︑土屋実郎︑松村武雄︑宮下太郎であ
り特に連句作品の整理は松村武雄の労を煩わした︒

六︑前記二︑三︑四︑五項は凡て五十音順に配列した︒但し︑締切後到着分は前記二︑三︑四の項目で︑そ
れぞれの末尾に追補した︒
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五十六年の連句界の概況
昭和五十六年の連句界は鼓数年来でもブームが定着すると
共に誠に多彩な活動を示した一年と言えるようである︒即ち

で十一月三日創立総会を開催し正式にその組織︑事業︑人事

その他を決定したことは画期的な出来事であった︒

十二日の朝日新聞日曜版俳句時評欄での福田清人の連句復興

雨︶の連句各グループの動静紹介も有益であった︒十一月二

て好評であり広汎な影響を与えた︒同誌上での暉峻康隆︵桐

状況を︑自注をつけて連句の座の雰囲気を存分に解説し極め

連句会主催で第九回時雨忌が俳句文学館で行われた︒十月十

の恋句﹂について東明雅が講演した︒十月十一日東京義仲寺

俳人協会主催全国俳句大会がヤクルト会館で開催され﹁芭蕉

諾文台式が挙行されＮＨＫテレビで放映された︒九月二十日

五月三十一日大山阿夫利神社にて都心連句会主催の正式俳

次に五十六年における連句関係の主要な行事は次の如くで

の兆しは大正昭和の連句を沿革的に簡明に記し印象的であっ

五

マスコミ関係では三月二十日の日本経済新聞に﹁文字の演歌

た︒大岡信の朝日新聞での欧米の俳句流行の紹介に続き︑馬

展﹂が上野松坂屋で開催された︒十月二十五日楓田儒鶴居士

あった︒四月十九日伊勢原市洞昌院にて東京義仲寺連句会主

島春樹︑窪田薫両氏を中心とする西ドイツ詩人クルッ︑イル

五○年忌が美濃豊月他門下により施行された︒十一月三

一連句の楽しさ﹂を阿片瓢郎が詳しく執筆した︒十月二十三

ゼとの連句実作の輪は米国の俳人グループにも拡がり︑グロ

日名古屋市セントラルパーク地下室の壁面を利用して﹁連画

催の心敬五○七回忌が施行された︒

ーバルな流行となって来ている︒これらの状勢を背景とし

展﹂が斎藤吾朗︑池田竜雄︑水谷勇夫等の画伯で開かれた︒

八

連句関係の出版は従来の入門書は殆どなく︑六月草茎社は

の

日の週刊朝日は石川淳︑井上ひさしその他の文人との歌仙の

て︑三月十日都心連句会大林杣平︑連句かつらぎ岡本春人︑

十一月八日義仲寺主催で時雨会が大津で催された︒

二十日俳文学会︑日本経済新聞共催で﹁漂泊の詩人芭蕉

連句研究会阿片瓢郎は俳句文学館に相会して︑連句懇話会の
結成につき最初の基本的な打合せを行い︑その後数次の会合
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発刊した︒八月暉峻康隆は中公新書版にて﹁芭蕉の俳諸﹂を

に︑前年に引続き和綴美装の歌仙七吟を収めた﹁松過ぎ﹂を

歌仙一六○七

初心者を対象に﹁酒の句﹂﹁連句と俳句の関係﹂﹁歌仙鑑賞の

十雨が﹁七名八体説﹂﹁連句の付方﹂を執筆︑﹁連句研究﹂は

石が毎号﹁俳詰余談﹂を執筆しており︑﹁獅子肌﹂では国島

が毎号浜千代情の﹁連俳好士伝﹂を掲載︑﹁白燕﹂では橋間

一六六五号をまとめた特集号を発行すると共

出版した︒九月高藤武馬は古川書房より俳譜随筆﹁ひぐらし

﹁義仲寺﹂﹁あした﹂﹁正風﹂﹁丹想﹂﹁杏花村﹂等が連句作品

基準﹂﹁連句の付方等﹂の特集を行った︒この外﹁落柿舎﹂

礎知識﹂を八月より毎月掲載し連句用語の解説を行ってい

の自注︑他注︑座談会を通じ︑現代連句について研讃を読け

帖﹂を上梓した︒この間角川書店﹁俳句﹂は﹁現代俳句の基

る︒十一月都心連句会より清水瓢左編著で根津芦丈︑同忠二

ており︑五十七年度は如何なる方向を辿るのか極めて注目さ

る︒

ず新聞紙上で日曜俳壇式に展覧鑑賞されるものと信じてい

を掲載されることが著しく増加して来ているが︑近い将来必

﹁渋柿﹂﹁木語﹂等の月刊誌に︑連句作品と連句に関する文章

茎﹂﹁獅子咄﹂﹁正風﹂﹁鷹﹂﹁俳句女苑﹂﹁同人﹂﹁ホトトギス﹂

尚俳壇では﹁秋﹂﹁あした﹂﹁かつらぎ﹂﹁かびれ﹂﹁沖﹁草

れる所である︒

追善連句及文章をまとめた﹁踏青余韻﹂が発行された︒
このほか主要連句関係出版書は次の如くである︒

歌仙安東次男他五十六年二月青土社
芭蕉の時代尾形仇︑大岡信五十六年二月朝日新聞

銀杏黄葉山本清嗣五十六年四月北国出版社
八戸の俳詰関川竹四五十六年五月
八戸俳諾クラブ

蕉風俳譜の構造安東次男五十六年十月筑摩書房

俳句と俳譜尾形仇五十六年十二月角川書店
蕉風連句の道三好竜肝五十六年十二月緑地社
尚︑連句関係の雑誌では﹁墾道﹂︵半年刊︶が宮脇真彦﹁定
座考ｌ連句の手法﹂東明雅﹁白雄俳譜覚書﹂を発表︑﹁木語﹂
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小鳥らのこゑ森にこだます

古い友長い無沙汰の詫びを書き

吾子の鉛筆借りて削らむ

遊泳禁止広瀬川やへり

セーラーの白さ一気に街の夏

妙文雅雪妙信志雅雪信文妙信志雪文雅

仙台・青葉城連句会

妙信志文美雅明志文雅妙文妙道男遙子造郎

第三起歌仙行商の巻
行商や蝋燭町の秋のくれ
石垣ぞひに鮎を焼く家
月明り鈴の首輪が走り出て
やはきぬくもり膝に残りし

娘さっさうとバイクをとばし

ワ

何となく屈折してる恋に生き

葛の葉繁れるローカル線

梅雨の朝そこに雪舟座りをり

鈴虫鳴ける道にたたずむ

山峡のそば畑に照る黄なる月

夕餉待つ人亡くなりしとか

ナゥ落鮒を追へぱ深みに影流れ

藪中の石地蔵にもよだれかけ

かたく汚れし雪に日の差す

花の里稚児行列に母の群れ

三シ四シ五シ茶摘笠見ゆ

︵昭和五十六年十二月八日満尾︶

ー イ ー

つれづれに雑巾縫へる老婆かな

幸ヨ

1口

遠山なみの青く澄みつつ
ウタ立に入る場末のコーヒー店

ほつれ毛なでし指の細さよ
折からに三笠宮の華燭典
深夜放送聞きつつ眠る
漁火の天空までもあかあかと
どこもかしこも売り出しの旗
酒あつくしてひとり飲まうか

寒月にきしむ旅龍の安普請

親の気をもむ共通一次

寝ころんで辞書をひきひき文庫読む
たをやめの心はずみて花盗人
いそぐ群靴の冴え返りかな
ナォクワイ河マーチに春の運動会

雅文志妙道俊
ｲ三

粒

東京・あした連句会ｌその−１

なゐ

あちらこちらで貿易摩擦

酒とビールをちゃんぽんに飲む

朝の地震付和雷同の弥次郎兵衛

光源氏に抱かれし夢

しどけなく膝の崩れし藍浴衣

治冬依〃正依治八冬〃八治伴依富信光

の巻冬男捌

千

雨の

春の流れに韻かへる彩

苛薬の芽や宝石の雨の粒

とぼくなりゆく唄のひと節

雛市の灯しは風に揺るるらむ

ほしか

浜に並びし干鰯きらめき

うゐのおくやまこえきたりける

出稼ぎの飯場ぐらしのめし炊き婆

チューインガムが靴に貼りつく

急増の免税店に溢る客

神経症の噂冷まじ

亥中月たけのこ族は踊り好き

毬にたはむれ仔犬ころころ

ナゥ教会の苑に草の実飛び交へり
う離

湖照りの眩しき午後の旅を継ぎ

しべ

こころをよぎる白き薄雲

畳々と今ひとたびの花の藤

やよひ都の西北の庵

於東京関口芭蕉庵一

︵昭和五十六年三月十三日首尾一
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天涯の身に透きとほる今日の月
ゥ荒縄で腰をくくれる秋のひと

四十男の觜のざらざら
若後家と逢瀬重ねる雪龍
木の葉に埋れ死にたしと言ふ
須弥堂の廊にある影ある祷り
孫七人はみな離郷して
杭る手鏡おもき後の月
蒔絵に写すかまっかの朱
はびこれる覚醒剤のそぞろ寒
駅に乱れし自転車の群れ
封切ればはらりとこぽる花便り
快気祝ひの庭のうららか

光治八伴正光伴治八夫郎依子三子代子樹男

仙

アォ靴樋で遊ぶむすめは巴里生まれ

富治信正依八伴光冬

歌

一

あり余る世に何か足らざる

女画家来てはなやげる部屋

晩学にいそしむ事の愉しげな

面影のどこか似てゐてどぎまぎす

太めの浴衣お目出度のばれ

筒烏のぽんぽんはずみくる端居

隣のピアノ向ひはお宿

嵯峨めぐる貸自転車のならびゐて

お腹空いたと店屋に入る

み冬悦みみ悦初江ふ侍り江順悦節よ為

東京・あした連句会ｌその二

順キ初エ椅子子子妙子子子さ子子子江ク男
区

歌仙薔薇炎えよの巻冬男捌
薔薇炎えよ雨の気配の夕近み
山の彼方に立つ二重虹
ひと並に望みばかりが高すぎて
糸のもつれをほぐす綾取
ふるさとの月と芒とお団子と
秋の野原の日ごと色づく
ゥ渡り烏我も連れゆけ遠き国

ブルートレイン切符売切れ

ぽっかりと伝説めきて宵の月

幕の降りたる名残狂言

ナゥアラームが鳴り出し蜻蛉群れて来し

お宮詣りの晴れやかな笑み

宇宙船いつか乗れるを楽しみに

ああ青春の遙かなる道

赫々と夜を焦がせる花篝
信号変る春の街角

ど

︵昭和五十五群七蝿鎚一●一稲師匡計慌岼郵侭誠季︶
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ち

み

た

この膝に寝ては駄目よと甘き声
瞼の裏に妻の顔見え
死に急ぐおさん茂兵衛に泪して
軒の氷柱のぽとぽと痩る
非情とは言ひ切りがたき冬の月
中国孤児が親と対面
湊川神社に人の影のあり
風渡り来て背戸の扉を打つ

なかなかに民謡果てず花の宴
うつらうつらと春昼の夢
ナォ染め卵病む子も食べし復活祭

ユ初節富郁順幸ふ悦妙掎幸キ冬
キ

東京の街凸凹に昏れ
枕辺淋し雨の病棟

唄ひ出し廻る人形紙ドレス

工事場のひびきもろとも寒波来る

うちの亭主は粗大ごみなり

札束で頬なぐられて炎ゆる肌

四冬初順双万四代幸冬子双初幸万江夜

千

東京・あした連句会ｌその三︲Ｉ

里伸万子里夜伸双四夜万冬穂朗子子柿吉男
里

歌仙群青やの巻冬男捌
群青や光りとなれる風の芽木
＋まり五つの春をあしたに
背の温く池に水輪の生れ継ぎて
未知を展ぐる画布のおほきさ
円型の空のすきまの月の弓
玻璃の深さに懸巣翔けゆき

夢の名ごりの薔薇の入墨

北極圏まはりの旅の果て知れず

巫女は信じて四柱推命

月蝕も天の摂理と思へども

濡れて伸びゆく紫蘇の実の穂の

ナゥひれもすをうすばかげろふ戯れて

年金ぐらしいつか身につき

喜寿祝ふ尺余の鯛の活造

和敬静寂こころにとどめ

しら今へを軽くまとふ残雪

花びらのいのちを綴り合はせたる

八 順 幸

︵昭和五軒七癖権恥庫苛棒細筆癖︶
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ゥ釜底に栗飯の香の焼けのこり

独身寮の暗き裸灯
乱筆のメモひらひらと竹奴
寝巻の裾を見つつ恥ぢらふ
あおと

忍ぶ川童音にすくむ細き肩
地に吸はれゆく塔堂の影
弁慶の鬚はしろがね小望月
通草の蔓に足をすぐはれ
﹄﹄︾︶︒〃﹄

裁判官やめてさばさば鳴子聴く
御隠居さんは叱言幸兵衛
花の酒呑んでだいこん蒲鉾に
氷流るる海峡の島
ナォ烏帰る山脈山のふところへ

初 夜 四 里 万 双 伸 冬

無理に割込む婆のおぞまし

腰に手を組む癖いつか身につきて

仰ぐ星座のいづこより雪

鱈船は鎌のマークの旗揚げて

鬼面で人を威すポースン

三迦猛〃祥〃鶴〃峯ノノ三〃憲〃迦〃猛

川西・あし︑へ連句会Ｉその−１

祥鶴三峯猛迦鶴祥峯三迦猛侶星朗夫

歌仙雛市の巻多迦夫校訂責任
雛市の玻璃窓雪にくもりけり
春泥光るへのへのの文字
永き日も轆噸さばきにつひ暮れて
横目に孫の人形の朱
弾き語る太夫に旗のひるがへり

予後の身にデイプレッションといふ症候

白衣を脱げば待つ人のゐる

あれこれとせがむ手管のひとつにて

結婚指輪ダイヤ耀ふ

月に行く砂漠の船といふ路駝

一炊の夢覚めて爽か

ナゥ紫蘇の実を沈めて青き桶の水

パリー帰りの葉巻くゆらせ

生れし虻のきらｊ︑と飛ぶ

レース越し人覗きゆく喫茶店

植木市見て春と別る上

公園の落花の褥踏むまじく

翻樫散薩翌甥︶
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刈田は毒れて月の哀しき
ゥ厚筵運動会へたずさへて

スカート捲り子らの叫声

想ひときめく軒のささがに

日本語にアイラブュウの語彙はなく

柿若葉吹く山の辺の道

早立の草蛙二足の揃へられ

パンダは熊と何の合の子

月涼し梓の真弓試しみん

手品のコインぼろり落しぬ

泣き貌は見せでピエロの長帽子

埋立つ海に拾ふ蛤

観音の七分咲きなる花の雨
ナォ遠足の子らは車中を占領し

鶴 峯 三 多
祥憲四迦猛

川西・あし︑へ連句会Ｉその一Ｔ

歌仙梅雨明の巻

多迦夫捌瓢左初校
まいわひ

恋とこ

馴染の妓のぞきて漢はにかめる

万祝の背に槌せし鶴亀

蛇殼光る椎茸の梢鶴侶

手に手をとりて出れば嘘

と

もろ烏の暁の鋭声に梅雨明けぬ多迦夫
焼きあげし窯の熱気の面吹きて三四朗

クーリー

ルーツあり雪ははる人Ｉ国越えて

三寒四温かこつ苦力

怪烏のごとくコンコルド飛ぶ

け

公害と戦は人のある限り

秋の声聞く八橋の箏

せはしなきＶＩＰの旅のスケジュール

テレビの前で夜なべする人

米減らし芋の穫れすぎ月笑ふ

マネキン乗せて走るトラック

ナゥた生ら踏み鬼が主役の秋祭

綿雲のほぐれノ〜て今日は晴

はっきり聞きし虫出しの音

矢狭間より花を明るう見渡して
野点催す蝶狂ふ丘

︵恥榊垂汁鑑埼玉叩一唾Ｔ地諦誕︶
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騰る株価にはじく算盤峯星
月の宴老人達もあれこれと三

秋扇もて隠すさ出やき〃

勝プロ倒れ騒ぐ新聞峯

ゥ露ちるや十六歳で嫁ぐ身に迦
叔母の刀自がくれし紅筆三
車井の音懐しき露地にして迦
悪の果逃げしマニラで夏痩せて鶴

コレヒドールの夕焼に泣く三

峯

月今宵疎林の上に円かなり迦

冬瓜抱へ畦を行くひと三

出土品並べどびろく酌み交し

剃刀とても関の孫六鶴
股立を取る源水に花散りて三
旅の一座に賑かな春迦

ナォ鯛網もまぢかし瀬戸の浮島に〃

峯鶴〃迦〃三〃鶴〃峯三迦ノノ鶴迦鶴三

長野県・梓川連句会ｌその−１

佳仙

シャンゼリーゼはたそがれの町フ

香水を夜ごと夜ごとにとりかへて静生

避妊手術をポチにほどこし教

歌仙雛祭の巻静生捌
雪嶺の窓に明るし雛祭
フミ子

︵辨和錘僻嬬訴塞割娠榴川村農村改善センター︶

雁の別れの面影に立つ翠

半生を花の安曇の人として静

箱書あれば売れる賛物仙

パラソルをいろはにほへと広げけり裕

鳴く鈴虫に先生の声フ
ナゥ秋風の海に向いてる海女の墓正
袴と白線大正のころみ

月天心門灯小さき診療所仙

霧のうがひとガラガラうがひ翠

生卿の厚切りを買ふ庵主様香

ー字違ひの宝くじ悔い今

ホークボールが右にはずれる裕
養老の滝なる酒に酔ひしれてフ

女性解放﹁しののめのストライキ﹂み

みすヌ

裕子

素香
教子
今代
正子

フ

土間の朧に百年の臼
イングリッシュ・マフィンほつくりと焼く

耳飾りバーゲンで買ふ耳の日に
燭ゆる坐戴帽式をのぞく月
不意に鳴き止む庭のこほろぎ
ゥ収穫しドッコイショ貯金はじめだす

熱き鯛焼ぴんと尾を張り
ポケットの小石のリズム聞きながら

仙
香

フォートモデルの窃窕として

蚕豆をむいて食べさす通ひ夫

正

︿了

教

フ

み

う

教

美翠

鏡の部屋のベッド恥らひ
月光にいちぷ始終を照らされて
ルービック・キューヴはやる夜学よ
鉦叩木釘しめらす宮大工
メッカメヂナの聖地汚れて

花吹雪滅びるものの美しき
競ひ鳴かせる勝鶏のぬし
ナォ新社員かかへて急ぐ新刊書

１土

ｎｏ

長野県・梓川連句会ｌその二ｌ

佳仙

外交しやヘルでうごく物事フ

歌仙常念岳の巻静生捌
常念岳秋の匂ひの風おろす

土星の輪ホイジャーニ号が写し出す〃

仙

教

一

生

︵辨和録酔鳩諦錘錨誰帯咋祁農村改善センター︑

養老院の庭のぶらんこ今

しこみ酒花のたよりのちらほらと

草原に騎馬武者駈けるロケ日和さ
指笛でよぶローラーヵナリャ正

熾悔と奉仕の一燈園よ〃

アゥ十円玉投げてたんまり願ひごとみ

よろめきながら歌ふ今様香

秋刀魚の相場高値かかりて実
棚の上に深くねむれる火吹竹翠

尼様あまた川施餓鬼あり教
折々に読みつぐ源氏月の宿〃

的︵シックス・ナイン︶松葉くづしになしくづし静生

生まぬ約束デート重ねる

安曇野の畦にお産の碑がありて香

うしろを向けば犬が尾を振る

みすヌ

実

のぞく初茸月の出のころ

沖合に不知火現るるを待ちて
尻取あそびの言葉つまれり

素香
正子
み

屏風売り雲の行方を見て歩く
亭主の脇にいつもある筐

実

ふさ

ゥ超短波アフリカ奥地から飛び来

昨日のファッション今日のファッション

正

仙
香

息つめて視るロイヤル・キッス

あの唄も人恋しさに悲しくて

二番仔孵へる軒の子燕

天国で知らぬ男に抱きつかれ

美翠

教

︿寸

フミ子

実

今代
教子

仙

母校にありし﹁温良貞淑﹂

月涼し卵の殻でコップ洗ひ
のり巻ののりのかすかにしめりをる
マイコンとデジタル春の科学展
花道で手をとりあったあの日から
ビスケットの日にビスケット喰︑ヘ

ナォ入学の机はママのおさがりで
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東京・市ヶ谷連句会ｌその−１

貸切バスで冷酒を飲み

老人福祉わけへだてなく

本山へ寄進の額を自慢して

夏近し早くも増えた猫の蚤

駈矧に似たるアラビヤの文字

暗殺者拳銃の弾磨きつふ

石灰で塗る地下室の壁

まぎれなく夜は娼婦の顔となり

水太水太水太水太水太水太水太水太水

青梅の巻渓水捌

青梅や枝葉のかげに差らうて
まだ色にでぬ鉢の蘭鋳
頼まる些数の書債に筆とらん
測量つづく山裾の午後
指さしてうっすらわかる月の影
秋の新車ののり心地よき
野辺の夕べについと帯解く

電話で次の男呼びだし

目の下に鴨川流れ三日の月

狐うどんの秋寂びにける

ナゥ菊花展賞をもらって出稼ぎに

生れていまだ医者にか去らず

円が上って金の値下り

聖水は北朝鮮に産すとか

日永の縁でひとりトランプ

宵近き花のあたりの大鴉

屈榊垂竝斡畢取塗師椀尾︶
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ゥ流鏑馬も箙にさした女郎花

マンション十階留守番の沖

楊貴妃のモードに似たる髪かたち

万年床にじっと耐えゐる

目覚が時を構はず鳴りだして

氷点下なり電線に凧

研ぎすます玻璃戸越しなる月凍り

風呂敷のまシ出せる手土産

床掛けは一筆描きの達磨にて

竿竹売に鶯の声

落ちつかぬ心で聞いた花便り

〃太水太水太水太水太水太水太水太水郎水

仙

ナゥ場外のホームランでるあたたかさ

太渓

歌

東京・市ヶ谷連句会ｌそのニー

里井
可里

ずうずう弁吉里吉里人は恋をする

湯豆腐煮立つ桝酒の席

卿起し借款要求六十億

国際電話空を飛び交ふ

酪駝寝し沙漠の夜の更けゆきて

テネシーといふブランデーあり

歌仙咲き急ぐの巻渓水捌
日のさす縁にしばし冬蝶

咲き急ぐ庭の石蕗かも机辺多事

太郎

佐和女

幼女の瞳黒く澄みたる

だるま船運河上下の生活にて
喜美子
みづゑ

高速道行手にせまる月丸く

願かけし末の末なる肌合せ

何やら呑んで生める五つ児
井

渓水

如意輪観音頬づえをつく

ナトケーブルの車体斜めに木曾の秋

あへぎｊＩに鳴ける郡郡

夕月にあわだちそうの黄なるむれ

可

佐

一呈巨

太

お六櫛とてつげの色よき
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ピル鉄骨にすだくこほろぎ
ゥ秋扇嘗て貰ひし旅土産
六本木にてママといはる出

稼ぎなき男のよさに気がついて
デジタル時計十二時をさす
宅地並み課税のニュースひとしきり

み

桃割も島田も知らず里に老い

萱ぶきの家に新車並やへる

風よけの樺にかふる夏の月

可

井

入学式に父も出席

︵畔榊垂汁礒拝斗匪月垂十恥紳唾︶

満開の朝は晴れゆく花の窓

窯出し口伝今に伝はる

水からくりの太鼓打つ猿

み

一呈巨

太

多佳子

拍子台前に師匠の坐られて
箪笥の底に対の大島
鎌倉の海見えてゐて花曇
岬にかふる波のかげらふ
ナォ春日傘廻して昨日遠くなり

太水可み井水喜太多可井み喜太多可井

東京・市ヶ谷連句会ｌその三ｌ

蕎麦屋に近き骨董の店

三猿は延宝二年と彫られゐる

読経を端折る菩提寺の僧

裏山の筧の水で飯を炊き

彼の姥口の釜の鳴る音

多次水太井喜多水次太井喜多水次太井

歌仙春泥の巻渓水捌
春泥や老にはつらき男坂
千年杉に雪解けの水
鶯の初音きこゅる窓あけて
顔を洗へる猫の右の手

しびれ足支へてもらふ恋淡く

1行

月見芋親芋つひに残さるシ

イニシアルいれ編んだセーター

思ひきやビニール本にわが娘

退職金で買った学債

澄むほどに月は田毎に寝ねもせず

御陣乗太鼓ひヌく秋の夜

ナゥ置きかへてまた取りかへて菊の鉢

税務署からの出頭の状

送電線は風に揺られる

何つくるくぬぎ林の伐られたり

八犬伝に更くる春の夜

大利根の川遡る花便り

一 エ イ ー

過疎の軒端を濡らす秋雨
ゥすそ分けの落鮎の籠ことづけて

禰宜一人なる熊野路の宮
都落してこの里に棲をとり
男をだます手管おとろへ

豆菓子は下町の味週刊誌
丁目ばかりが増えた道筋
ＣＭのどれもこれもが語呂合せ
行水あとの夜濯ぎの月
夏痩せもきはまる越の漆掻き
塩舐めて飲む地酒一椀
造り花軒先飾る宿場町

無群舞一哩瑠雛尾︶

＆

春風と来る豪華客船
ナォ富士の山霞に裾をっ出まれて

喜 太 里 多 渓 次
美
佳
子多水次太井多水次太井多水次郎井子水男

川・市川俳譜教室ｌその−１

ｄ１ｇ

−−

武晴富宇俊富武晴宇俊富武晴宇彦子雄子涯

歌仙銀漢の巻宇涯捌
滝を見し夜は銀漢もとどろけり
蓋の蒔絵の大いなる月
いてふ散る鋪道をいそぐ影ありて
鎖はなれし犬を呼ぶ声
土手に出て背筋を伸ばす昼休み
万汗しぼるマラソンの列
ゥ味噌汁は癌の妙薬新世帯

婚約前のデートなつかし
毛先まで走る愛語の静電気
歴史の中に消ゆる一鮒
凶弾に姥れしサダト大統領
ノー︑ヘル賞に洛の時雨るる

ゆりかもめ翔ちたる空に月残し
ボトル預けてゆきつけの店
六本木・新宿・四シ谷・高円寺
同じ時刻に同じニュースを
花ふぶく中の花神の笑み給ひ
蝶の眠りの夢かうっっか
ナォ朧なる怪盗ほめて口惜しき

俊富武晴宇

つながれてゆく宝石の腕

週末のネオン華やぐ電光板

野球選手にＣ・Ｍのオフ

ふるさとの小さき母はすぐに泣き

貴相・貧相・艶福の相

歌舞伎座の立見席にて見合する

キスにうるめる夕焼の空

黒百合を手折らんと墜つ地獄谷

真ん中にゐて写真撮らるる

渦をかさねて霧の湧き立つ

月光に染まる恩師の寺へレー帽

出句〆切時間切迫

ナゥ海見ゆる伽藍の裏の烏瓜

くもり硝子に鼻をすり寄せ

銀行の扉の重き午後三時

終章見ゆる噛りの中

花冷に文学論が再燃す

︵雌押毒什一︾蓉汁調叶奉申鑑︵電話︶︶

冨宇俊武晴宇富俊武晴宇俊當武晴宇俊
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』

市川・市川俳詣教室−その二１

お東さんも二派に分るる

追ひかけてゆく年上のひと

上州路奥州路みな新幹線

蚊帳うち深く沈めたる声

白耕仕立ておろしの身を焦がし

武郎良昌智武智昌良智秀戈俊喜晴

初紅葉の巻武雄捌

初紅葉わが血は老ゆるより燃ゅる
月下に登るひとすぢの道
爽やかに好き者同志集まりて
トレードマークの髭の温顔
いつしかに孫の話題も透明に

デッサンされし亡き母の貌

町角に別れの予感さやうなら

若き杣ゐて山彦の震源地

最終回の逆転を知る

残月のかへりみすれば東雲や

秋の蛍の瀬をのぼりゆく

ナゥさくさくと梨食んでゐる恢復期

牧場の柵に少女もたれて

過去完了現在完了進行形

雲の遊べる高階に立つ

花疲れなど言ひつつも歩は強し
春風眩む檜原松原

登
良
四
翔
明

愈諏垂辻鉾秘即一牡一即睦
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打水したる築山の彩
めったに逢はい人の香のして

ゥ霊衝きて出船の汽笛不意に来る

愛されつつも嘘をつかるる

初恋にあらねど頬のやや火照り

陰画のごとき街の鎮もり

理不尽な事故の奪ひし劇作家
す今へすゃへと鋼研ぎゐる寒の月

媛炉をかこみシェリー・バーボン
モヂリアニ女はいつもくびながに
沖波見ゆる古き教会
烏あまた翔ちたるあとの花吹雪
エイプリルフール父に秘めをり

秀俊武富智喜鳩昌晴雄子彦子美子子子憲涯

仙

ナォうらら日の記念写真の大家族

武鳩俊秀喜智富晴昌宇

歌

見ゆる限りのみな美しく

むらさきの化粧水買ふ広小路

連れて帰りし金髪の女

つのる想ひが狐火となる

手品師の恋は寒夜にまぎれ込み

智良秀昌宇智良秀昌宇智良秀昌宇智良

市川・市︲川俳譜教室ｌその三１

秀昌宇智良秀昌宇智良秀昌宇子戈子憲涯郎
四

脇起歌仙紅葉どきの巻宇涯捌
念力しぼる熟年の鴫

巨き樹を讃へ時しも紅葉どき

卓上にあるしろがねの笛

肪ひたる堀の小舟に月さして

時雨となりし終電の窓

旅つれづれに義仲寺を訪ふ

海坂へ黄色き声を飛ばしゐて

鉄腕アトムは空の彼方へ

竹薮のさやぎに鴎るごろた石

精一杯にきりぎりす鳴く

総身を宇宙戦艦月に照る

やっと戻った愛犬﹁どん太﹂

アゥ同数の木の実を分ける姉妹

祥を着て木偶使ひをり

神々も赤き舌出すことあらむ

ひかり展けて蜂の飛び交ふ

花吹雪く中から現れし乳母車

︵辨諏珂拝誌軒廿調犀村迄申嘩︵電話︶︶
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葡萄酒に酔ひたる声を誰れ彼れに

塩瀬の帯を解きて眠らず

ゥ思ひ出のふくらむ山のかなたに灯

ガスの焔の眼にまぶしくて

許されぬ人と逢ふ日の西銀座

夜麿鳴きあふ慰霊碑の許

夏草も月より滴とどくらん
衝撃の表現の裏ありやあり
不気味につづく昭和元禄
過疎村の赤きポストへ朝日さし
合掌造りわづか残れる
はるかなるダムにもかかる花の雲
ブルドーザーが陽炎を押す
ナォするすると蛇穴を出て右顧左膀

智良秀昌宇登

市川・市川俳譜教室Ｉその四１

通り魔の刺す悲しき事件

故郷離れし粋な船員

税関の網をくぐりし粉売られ

二人といふはな︑へてよき数

どきぶりの求愛の翅光らせて

智宇富智フ富智戈智富宇フ智富智富宇

梅雨薄暮の巻宇涯捌

早き灯の電車ゆき交ひ梅雨薄暮
涼しき心もてあましつつ

みたらしの青き竹串散らばりて
洋蘭かこむ連衆の息

乱れたる髪にふかぷか指からめ

の 1

風透明に鴨渡るころ

力抜けたる末期症状

一族の出世頭が音頭取り

床の間に活け竜胆の藍

月代に杉山の秀のけぶりつつ

心づくしの枝豆の皿

ナゥ台風が表に待ってゐる気配

分教場へたるむ電線
行商の後姿の足早に

橋脚洗ふ波のさざめき

西方の富士にたなびく花の雲

麗らの時のたらたらと過ぐ

良

︵僻諏垂什詰癖砿朋一一廿弐叩壗︶

− 竺 土 一

シャンデリア消し盃にうかぶ月

時めく女優と重役夫人

ゥ柚子味噌を分け十年を隣り合ふ

逢ふも別れも凡て受身に

ダイヤよりハートが欲しと迫られて

小説ばかり読みすぎし科

久びさの昨夜の耳たぶ洗ひ得ず

ひびの手でふく短冊の箱

松ヶ枝にかかりそめたる冬満月

タクラマカンに残る民族

凡兆も去りていよいよ翁さび
どこよりも水辺好める飛花落花
卒業の子のニキビ気にして

フ武智富武智フ武フ富武宇子子雄子子涯ク

仙

ナォ彼岸会の香煙とどく町工場

智富武晴富宇フ

歌

電話の学ヘルに立てば鳴りやむ

羊葵切って玉露一煎

ナイターのテレビ親子を釘づけに

煤け笑顔に燃える椙の火

木枯しに羅漢は何を聞きすます

素治栄要女み佐み嬰水佐要水佐栄み栄

春寒の巻
み水日佐嬰水栄水子佐嬰栄水栄佐要佐み要

伊東・伊豆芭蕉堂連句会

揃って送る孫の入学

シャガールの絵に日本の春寒き

南南西に舵をとる船

磯物をあさる素足に東風の来て
月光をほしいま鼻なり野天風呂

恋の名残りは結ぶ鈴の音

大リュック山の匂ひをぶちまけて

踊り子が化粧落して肉買ひに

犬が待ってる門のお喋舌

うしろから月に呼ばれる影曳きて

夜長静かになりし鷺山

アゥ打ち習ふ秋の祭りの遠難子

あれ煮てこれにて並ぶ大皿

敷きものは寿の字づくしの小風呂敷

文学賞は遂に空しく

一片の花の行方を見届けて

身を反らし鳴く枝の春烏

ヘ昭和五十六年二月二十五日ｌ同四月二十五日一

徳 素

一於横浜山下町斎藤ビル芙葬書道教室満尾﹄
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触れれば零余子落ちてころがる
ゥ鳶紅葉一葉際立ち古屋形
﹁静﹂一人で越える山坂

復員はしたれど彼の後知れず
お百度詣り今日が結願
うたかたの思ひ出記す古き文
酒飲み運転のこる悔恨
据風呂を焚く背ナ涼し月出でて
団扇の図柄笑ふ紅毛
永住の許可をアジアの二世三世
抱いた夢は模に喰はすな
詩の心花のこころをポトマック
出船を告げる春暁の銅羅

日 蒼 素 真 す 石

仙

ナォ木の芽和銚子を立てシ待てる膳

出

歌

金沢・一

手先器用に刺す糸手毬

一子

智恵子
えい子

美代子
和香子

志都子

ふさ子

幾代

由紀子

桂子

登喜子

美

みのる

畢え

智

敏

英子

秋潮凪ぎて島の大橋

車道沿いゆくジョギング仲間

引越の荷物車に山と積み

古きたらいで受ける雨漏り

出てみればいつしか晴れて梅雨の月

軒風鈴にありなしのかぜ

鮨ねたの言ままかり﹂という海の幸

旅程を変えて倉敷へ寄る

温もりのかすかに伝う最合傘

坑夫の肌に揺るシお守り

ゥ朝市の鰯売女のたくましく

灯を消して縁一ぱいの月雫

あいさつ交わす声の重なり

生垣をめぐる気配の人ありて

敏子

一於石川県社会教育センター一

一昭和五十七年三月十三日満尾一

一昭和五十七年二月三日起一

山も笑うて天下泰平清嗣

憂かりける事遠くして花万朶

面ざし似たる親子対面光子

ナゥ秋天にきらめく機影遠ざかる由
去るもの追わず来るは拒まず敏
夢に見し祖国の土をしかと踏む智

ペット抱きし鎌倉夫人み
千
大仏の慈顔美し今日の月
行く先々に穂芒ゆれて桂

星影のワルツに別れ惜しまれて幾

琴︑尺八に恋の芽ばえし登

手引かれて盲の吾も芭蕉の忌正子

除雪作業に町内総出ふ

不盧の事故つぐ週の始まり英
駆け廻る報道記者の忙しさ千佳

計らずもバーゲンセールの同じ品和

姉妹で開く夢二の画集志

耳遠くともの巻清嗣加朱

会

耳遠くとも健やかや母の春

仙

負けん気を出して遠出の花疲れ
遍路帰りの善男善女

f了句

水

歌

ナォ巣つばめの門灯淡くチャイム押す

一 空 0 −

1

岐阜県・奥美濃連句会

隆

歌仙梅干すやの巻宗祇水神祭奉納隆捌
明信勝隆典紅明信正舟隆信子生彦夢彦

梅干すや川燦々とはしり過ぐ
投網をくヌる風はさやけき
鼠引きくる破れし風船

鬘脱ぐその手ふと止む一瞬に
鴫ばかり集めて邑や月あかり
めぐる石垣萩しだれつふ

窓の入陽に乳張るといふ

ゥ神楽笛ビルの蔭なる秋まつり

筑前琵琶の音は途絶えて

新しき博多の帯のきくきくと

狂言ならず文耕の首

幕間は塩せんべいもすこし売れ

月を打ちこむかち割の漁

真椿の紅っらっらとふところ手

十九の春を往きつもどりっ

肉恋ふて肉喰ふ鬼のさびしさに

青天深く夢揚ぐる凧

蝶々の賛もしばしや花から花
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弘信勝明正
全会

紅
表

半

耐えに耐えたる純潔の果

舞の蔓のびる先板の塀

夕立くヌる破れ唐傘

知りつつ洩らす汚染原発

孫が引く亡き町長像除幕式

水節花太光〃美太水花太美節光肝水美

小布施・小布施連句会ｌその−１

節光肝水美肝節美肝徳光水徳子子肝水子子

紅椿の巻龍肝捌

名画なり古壺にたれし紅椿
浅雪ほのか桝庭の隅
珍しき士雛求める旅に出て
肌の汚れが気にならずと
月澄て遠ざかる影の丈高し

酒粕の湯に瞼る河東節

重き荷の轍一卜筋時雨来る

力む案山子に雀群がる

制服の肘の穴にも歴史あり

玄蕎麦打ちて神に供へむ

山顛を離れんとす月の色

ナゥ遺児十四癌に負けたるダンプ母

小売もスーパーも常に安売

カメラ自慢が提しプロ二ヵ

アメリカのトロも他も舌にとけ

長閑な野辺に牛の寝そゃへる

重って散る花片はロケ現場

小
弥

︵昭和五十六年三月首尾︶

−25−

郵便ポストも露に濡れける
ゥ爽かに木仏おるがみ数珠を摺り

貴輪ピンクと続く引退
電算機故障に慌てしオンライン
嫁せしあいつに未練覚ゅ
新ガードマンが秋刀魚焼けり

川岸に草の笛吹く友もある
崩れたる蔓を照らし月円か
夜なべノーと刻す籔刻
物価高明治の銀貨なつかしみ
霞の島の波は静かに
駅長は花の噂を浮々と
笑顔ならびし集団就職

恵

仙

ナォアイシャドウ都会姿に憧れて

重節花龍恵光美

歌

小布施連句会Ｉその二ｌ

山川ありて小布施八景

砕石公害団地騒がず

六大寺鼻欠仏に香供ふ

俄仲居が更衣する

調教師優勝またで世を去りぬ

流派で競ふ茶会幾席

過去さぐる電話に汗は吹出して

︾て平生

淳美水光太節美肝太光水太節光美太子

栗菓子の巻小布施堂が北斎筆傘風子にての広告葉書に龍肝捌

弥 恵

｜峰

単な

栗菓子の老舗がほこる葉書かな
良夜の句座に衆は満足
節目面白竹の長杖

架けかへし橋のたもとへ虫聞に

恩師の背に送る涼風

テレドラも経費削減セツト撮り

椿林にまじる佗助

国境なる村の細道

成田にて拐帯犯は縛となり

月円か狸難子にうかれすぎ

病気見舞にとヌく新米

ナゥ渋取の婆が占めたる南緑

地下の湯・ガスに利権うごめく

東大が勝ち法政が笑はるシ

カーテン戦ぎぬ暖かな窓

本丸も二の丸までも花埋む

春の愁を鳶に借しまむ

淳

︵昭和五十六年十一月首尾︶
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ゥあまかなし旅情をそ坐る沖灯り

雪地蔵峠麓に藁の屋根
銅鐸に見ゆ澤袈裟文
古ル曲を一弦琴で今ぞ弾く
英語まじりに会話す皇めて
月の量ゆるく昇りし風呂煙
そ笈ろ寒げな禰宜が御祓ひ
蟷螂の身籠る腹は透けてをり
浮世はなれて陶芸三昧
やんしゆう

渡漁夫が雛の深きに花明り
マイカー陸続わける陽炎

太光肝節美水美節花節光太子子水太子子肝

仙
つぐ醜

ナォ聴るは雁田の奥の虎鶇

節花恵小光美龍

歌

テレビのページ一通り見る

核持ち込んで荒れる国会

妻の愚痴聴きっ鼻今日の日課たて

懸け大根に礁り波舞ひ

暖昧に浮ぶ術をもつ河豚の腹

筆襄星三路井星白三路井襄星三白路井

東久留米・香保里会

襄三星路白襄井星三路白襄井星三路白襄井

歌仙踏絵の巻里井捌
博物館に春の雪降る

磨減せる踏絵かくあり吾も踏まな
冴え返る身いちに姪くものありて
母の筆なる故郷のこと
芋粥と月に対合ふ山住居

性の目覚めの姉のブラジャー

赤茶けし女優の写真ポケットに

剛にゐても俳諾の妙

西鶴の好色をんな腋臭もち

窓に見る榛名の湖の月明り

旗日を垂る歩枝の蓑虫

ナゥ傘寿てふ天皇雁に歌ありや

君が代流れ軍靴近づく

この道は前に来た道怖い道

すかんぽぱかりつんつんと伸び

花吹雪く野鍛治の家の昼餉どき

子猫ひき連れ親猫が来る

執

︵蠅袖琿廿蒜︾た期二吋八申緬尾︶

の万

簗のほつれに水尾の変れる
ゥ湖を守る比叡山藤袴

酒運びきしひとの粉黛
仮初の恋も一夜の旅なれや
雑木林にうごく人影
パトカーの駐る別荘事件めく
柵をくぐりて家鴨まぐれし
月赫しシルクロードの砂俟
寝冷え知らずを腹に巻きつけ
歌手になる事が望みでこの苦労
あれもこれもが無為にすぎる日
羽根箒湿りて花の雨やまず
飾り放しの春のマヌカン
ナォ若芝に朝の雀は遊ぶなり

一 ム イ ー

里

竜信烏禾

親子写生に特選の賞

後れ毛撫でる手元いぢらし

刈田の面に霜柱立つ

肩書きの多きを誇る新名刺

冬凪に籾殻の煙低く這ふ

一手待つ間に熱きコーヒー

一つ

浜松・佳菊会Ｉその一︲︲

芭蕉翁

川向うから棟上げの声

さらり締む夫のネクタイ艶めきて

京湖
花扇
芳石
山外
佳子
柳子

今は只烏鷺の戦に余念なく

色変へぬいろはの松に城の月

式部の庵の秋や寂たり

ニゥ京の灯を眼下に虫の夜を惜しむ

迎へ自動車にいざと反身に

白粉の濃きが脳裡を描き立て出

柳に風と爪弾きの三味

見た丈で事足る恋の浅ましさ

匙投げるとは医者も竹の子

やヘンチに憩ふ公園の刻

留学の孫より届く夏便り

実雲蛙鶯月安塚紅舟水甫朋雄ゑ子萩子登足

源氏時雨忌の巻月鼠捌
初時雨猿も小蓑を欲げなり
錦織なす落葉毛齪
研鎖を積みし名墨香るらん
道の深さを探る顔々
山の端に近づき蛾眉の月淡く

喜久女
百合子

章友
玉芝
亀幸
旦扇
白遂
雲叩
雲峰
里秋
福越
はまゑ
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銘柄米の新酒封切る
初ゥ民宿の松茸飯に家族連れ

カメラ向くれば皆微笑む
バス連絡の都合上々

又の日を待つとて文を書きけらし

盲の歌手のサイン流暢

時烏鳴く奥飛騨の月丸く

感謝の涙捧ぐ神仏

福祉の手伸びて捨子もよく育ち

誠から出た嘘もあるなり

病癒え市長選挙に駒進め
新庭に移植の花は七分咲
厨の水の温む倖
ニォ胸張てランドセル負ひ入園児

如甲月野中中月美岳秀秀富み都一公千知

水利の便に感謝捧げる

開拓の希望大きく企画して

百千の烏の唄も麗

文化人らしきアイデア花の郷

四組は皆︒ヘルのカップル

ナォお遍路に隣両三誘ひ合ひ

山盛に注ぐ酒の流る星

草枕小柄大柄愛想よく
気の向いた方が恵方の戌のとし
絵もせ詩もせ暮す正月
去り乍ら世界情勢複雑化

清濁併せ呑む布袋腹

雛ては晴とならん雲行
行革の予算通過は目のあたり

忘れる事の多きこの春

月丸く抱擁力のある翁

朝起するは養生の種

ナゥ新蕎麦の味も寿命も伸ぶるらん

年金を後生大事に孫の守
骨折損の仕事忙し
此の里は愈ご賑はし花の道

底なし晴れに庭の麗

たつ

八代子

秀雄
笑花
清華
鈴代
澄江
登村

よしゑ

汀花
勝代
竜洞

青風居

ふさ
たけ
三善
ちよ
楚石
甫

寿栄
月鼠
執筆

︵辨和痙掛祷粋計咋却挙坤崖辨庵︶
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新大臣の郷へ挨拶

行き届く福祉に感謝母子家庭

針で生活を趣味で華道を

愛嬬と色の白いが生れつき

艶めく視線あつちこちより

北風荒ぶ水澗れの川

煤掃にビルの空箱焼き捨て坐

合久

浜松・佳菊会ｌその一丁

甘谷翁

京湖
山外
花扇
芳石
佳子
節子

人にもまれて神酒頂く

おゑき

辻堂は新しけれど古地蔵

城下に開く虫聞きの会

東照公鎧を掛けし松の月

ニゥ爽に市制布かれて七十年
ねぎわざ

老病に効く薬とてなし

あぎま

寝るに越す祈技はなき寿

カーホテルには空部屋なしとか

蛙子子子女友ゑ子華舟包つ萩花鼠恵子水雄

源氏元朝の巻月鼠捌
初鶏の声渡る瑞雲

元朝や大和錦の旗の色

入るさ出づさの港賑ふ

西東親善使節訪れて

桔梗模様の袷着こなす

整へし月の仕度の酒団子

夕餉には冷きものを並べ立て
窓際近う葉柳の月
円安に一船買ひを試みて
古狸でも罠にか坐りし
三五人寄りて兎角の噂あり

急げどもブーツのチャック開きかねて

決断つかぬ思案の投首

白雨の晴れててつかり光る月

慈悲心烏の残す一声
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初ゥ文化の日バザーの集ひ華に

今を人気の歌手の出演

はまゑ

千登
勝代
亀幸
玉芝
輝月
松韻
ふさ
たけ

高調の都度イヤリングちらノーと

せゞらぐ水の麗な音

一海

パート勤めも板につきけり

植込みに堤の花は咲き揃ひ

はま子

旦扇

運動会の園児等の群
ニォ商魂を高々掲げアドバルン

甲草公百喜章ち柳清月杉た一汀月月邦岳福

詩に歌に雅の糧の限りなく
勲は世々に仰ぐ碑
社会訓指導に励む花なれや
若草萌ゅる日々心地よき
ナォ俳聖は馬で来しとや茶摘時

サーピスエリヤカーで賑はふ
石油危機小国とても悔れず
ポートピープル如何に処理する
全世男平和会議が助け船
御代の春とて屠蘇も雑煮も

︵繩和潭掛稚粋曄晒挙鋸堂佳菊庵︶
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半額のセール話題の松の内
笑ひ転げる宿の女等
旅出が趣味と誘ひ誘はれ

切れるなら金で継がん恋の糸

潮吹く貝に添へる松茸

名月にぴったり合はす四ッの目
ナゥ虫の音にソルトロードを尋ね来て

石盗人の後をた坐ざる
祖国を慕ふ中国の孤児

害かすれば自慢程には字にならず
借景に浜松医大花むしろ
長閑に昏るる郷の静けさ

芳里知鈴迪清芳三富里石暎
執

筆鼠柳岳里富華草柳岳月秋足代子而月苦雄秋友知

薪胤頴・詩瓢恥ｌ弗︑且

ご観弓冒鈩旨冒シ︑

口圃ご弓の○国国両目画甸両ロロロ日日

国鈩貝少蜀ｚ弓弔○房国シ

﹈シ勺シｚ扇○国

己

シ○国国﹀

○国両巨シｚ閃︶Ｏど目・国国ｚＮ・〆口屈圃

己同両国Ｐｚｐ︽︽の○Ｆロの固屏国口両

ロ角田①四口目届．ｇ︑届智

⑦○三鴨匡：Ｈご国︒胃舂①旨戸司の胃国肖匡置冨臼四目画

ｍＢｍａ津の昌弓①国名巴扇①ロの○営団合．

柵謹

忌日補ら亜扇画面畔

彫剛蛎Ｓ味ｇ忠．四勗訟甫寵沸き

俳剛蛎官測冨１ｓ餅冊叫

国関富岳ｏケの三富ロ号言呂①口目○画堅国①冒国屍冒凰陸富吋

国

︑︑吾︑遥

島の旨切①旨ｚ召ご○ロの．

鱈ｐ堅の国司Ｈ①匡口ユ希口ｍ凪尉一﹄①︑戸角①①Ｈめい

︑

口角戸角○口具ぎの屋戸日堅匡四扉一諒雰日旨毎

﹄①口歸の己．

〆

国

嵐

国

同旨曾弓○胃①閂Ｑ９ご巨急の匙のＰ盲屋ロ島①日〆

９国①ｘ①ロ匙の岸ご閣冒．

●

捧日急冑目の巨嗣色目冒苞馨昌号吋置画臼の号①

〆胃閏雪盲口︑号日の︒匡呉臼葛色︒胃．

●●・里旬︒ユ

同旨のの目農①のｌ﹈目乏冒５吋１房舎昌①Ｅ

ロ︼ロＱ①吋戸白色ロロ国巨Ｈ巨○病．

く胃国司凰庁岸・笥凪﹄旨昌二号日の①巨①蔚民

ロ関困惑２５⑳自国

国のＨの計国芹のご︾一ケ①芹国昌斥詐巴○ヶの一画三目のｐい○ず．

弱Ｈ２巴庁民園四口﹄①ロロ﹂﹈○望昌庁吋門耐ず①
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汁善耶蒄丙胃︿昇鋒国
亜串洲パ蔚鳶ｓ汁呼壷ｃｆＵＪ

叫隣吉ｓ心厨時ｓ癖
罰Ｓ誌酬側鄭群Ｓ汁汽喜
爵き計躯蔀が蝋Ｓｍ

建国州薗昇縣計湯什副峠珊ｑ八

蠅錫零傷溝寸苦塾嵩斗

朝
、

柵
、
q

端
、
野

Ｊ

諾営抄嗣再刑汽諦景調峠鹸時ヰュＦ
珊蝸ｓ計．瀬きが融雪

難垈ｓ蒲招呼師串叫ヌン
叩圭苛や芦索調畔訪州斗
亜鞭卉僖時剛ｃ向一汁耐胃司入

誤舗弾ご舜岬堀ｓ齢罵汽
剥ｓ如酔峠号︿靴がが輔痒舛ひ
労艸蔀置丙輔什再臨︿
峠

舞斯庁酬岬討汁時蒲味冊丙
読胸国詣飼牛苛いざ庁

ｍ○ず一叫津①吋匡の︷・

君

由晶合
帝ロ①Ｈ○四巨国目ミミ四口具①詞睡寄匡目︑
①冒

尻目呈冒口旨ｐＨ①ロ⑦胃蔚ロ・︾

ロ日①吋号口匡國巨目星ご○房①具︑︒貢ご画昌匡①ロ

Ｆ胃①門口①国営巨門甘岸忌

号日⑦①国目二四臣昏愚ご吊号亘屋．

国ロロ計算ロロＱ豊富冨凹ロミ冨言庸閉画く貝

匡口邑竺閉里筐①ぐ○房．

口角蜀巨ｏ豚飼①旨①烏①ずの可○廻号口昏﹃①晶

同Ｈ﹄①一斤ＨＯＣ苛①ロ．の︒与霞呉包

︑伊幽旨２

シ諒島①の昌四茸①同号里冨○口号の陣烹吋島の

日８直の豈翼昌己①島の国匡尉．

国宮茸匡日園置茸郵里画匡嗣○﹂①Ｐ冒巨日

申

凰○彦骨①﹄︒﹄再三﹂①ロロ○○写﹈①ざ①ロニミ員・・：・・

ロ庸夛而再涜庁弓尉弓四巨．扇○①貢ご蹄ぐ①Ｈ唱犀

﹄①日勺國Ｈｍｇ厨①Ｈ圃匡．

伊ｍ旨い宮ｐぬぐ○境目①昌関の①ず目この◎ず凰詳

同吋のロ○ず５ｍご邑冒色色辻﹄①吋匡四ぐの冒団旨日⑪

会①四目房の旨①日出臼︺鴨笥目︒冨

己のＨ国巴さ口堅①尻崩Ｏｇｍ昌詳忘降の○斤旨冨

屋口堅め○ず弓ぐ①ず芹︑○喘吋の芦．

国

属

国

国

厨認

厨

国

尻

厨

国

柵
、
､
′

州
洲
、
野
､
、

柵
、
、

、
齢

柵

杖とも侍む糟糠の妻

宋弘は嚥や美男と大厚着

一寸先は闇の世の中

ひたすらに主のみ教へをかしこみて

マリァマグダレナケロイドの像

綱渡る綱は切れざるものの如

春虚猫免明春虚猫免明春虚猫免明春虚

埼玉県・花泉会ｌその二１

猫免明春虚猫免明春虚猫免明樹水子木信鹿
猫

脇起〃巨鹿追福″歌仙ふるさとの巻春樹捌
ふるさとの富有色づく頃ならん
遊び呆けし城の秋風
笈負ひて月を旅路の友として
からうた

浅酌低吟唐詩らしく
見守る炉火もまたぎ老いたる

見上ぐる空の雨模様なる

思ひきや鹿は幻草に樹に

Ｖ２はノルマジャイアンツ勢

ワイキキの浜辺の月に腰振りて

野生こそよき恋の常夏

ナゥまてばじひははそみせばやゐのこづち

星霜移り舵取る水夫は
ことづて

なごやかに句座を捌きし思ひ出も
伝言頼み帰る雁金

たヌ安らけく浬渠寂滅

夕桜白玉楼の道はろか

︵蠅諏垂絆鑑奪斗一二期特皿甲認澤︶
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ずんぐりと影は移ろふ雁木街

声は雷震心やさしき

ゥいつ見ても応援団長堀爽と

涼みがてらに指すへぼ将棋

一夜さに七番といふ日記にて

朝日かがやく金のしゃちほこ

山楯子の花の白さの潔く
盆の月偉躯をゆすりて踊り出で
焼唐黍の香の通ふ風
裾もさす也肩もさす也

札幌の語源を偲ぶ虫の窓
麗人を案内したり花の土手

言間団子春の床几に︑
ナォ野に座して雲雀を揚ぐる老措大

春虚黒免明巨

ス︒ヘースシャトル早もご帰還

白玉楼で長生きをする

学に遊び芸に遊びて老教授

ロロ豆駕乱①の旨のの巴員甸画巳旨と賞め

天国に今へアトリーチェを探し当て

春猫春猫春猫春猫春猫春猫春猫春猫春

埼玉県・花泉会Ｉその三ｌ

〃猫春猫春猫春猫春猫春猫春猫春猫春子樹

歌仙ちちろの巻春樹捌
ちちろ鳴く切に一途に只管に
鮠風の渦しるき向日葵
月影の影の殊更黒うして
恩師白寿に集ふともがら
大年も庭の磐石頼もしく

婆裟羅扇をたヌぱさ／︑と

帝昏目①と云ひけむ芭蕉寿貞尼に

換金亡者眼の色を変へ

他人磨きおのれ割らるる金剛石

月盈ちて生る柚子の股の実

地獄まで持って行けいを溜めに溜め

運は華蓋と諦めもして

ナゥ永らへて何時か年嵩年送る

ミヅノエのイヌ尻尾ふりふり

人生の螺旋階段降路なく

暦立ち還る十五の花盛

先づは一服春の連吟

愈祁垂竝斡軌亜再涯甲羅諺
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春着の髪に稲穂はらりと
ゥゑひもせずんすん加留多の南蛮人

学ぶといふは真似ぶことなり
チンパンジー道具使ふとテレビショー
横目をすれば色眼と思ひ
黒門町元祖黒焼両隣り
祖父母は四人親は二人で
月の窓メンデル対す猩々蠅
冷まじきもの細胞工学
坑口に秋の出水を流し込み
人の命の惜しくもあるかな
古ゆ交野は花の名所にて
土竜を打てば蟇が跳び出す
ナォ春ねむし猫に欠伸をうつされて

黒春
猫

豆撒きの巻

人魚を描くはアルバイトなり

濡れたる頬に隅田川風

大関として五十場所つづけたる

はららごはうすぐれなゐに飯の上

わたり酌婦に深みゆく秋

セプテンバーソングといへる歌ありて

人畝彦人畝彦人畝彦人畝彦人畝彦人畝

西宮・かつらぎｌその一Ｉ

年の内なる立春の沙汰

蔓々と豆を撒きたる書斎かな
しきたりの西と東は異なりて
醤のにほひしるき町並
月待つとそこらのものを羽織りつつ
みみず鳴く夜をひとり酒酌む

十七日の月がお逮夜

化かされし狐の話尾ひれ又

松籟わたる河内野の果

洗ひたてられたる旅の恥をかく

衣の下に鎧ちらちら

ナゥあれはいやこれは嫌ひと食今へ散らし

命なりけり命なりけり

水虫の夜昼となき苛責にて

百日雨の降らぬ村里

聞くならく鰊御殿の花明り

縄文の碑にもゆる糸遊

ヘ昭和五十五年二月甫一
一昭和五十六年三月了︑
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ゥまぐはひの石に露置く社あり

烏に習ふて恋をするなる
相聞とありし表紙は手ずれして
真理解かるる一粒の麦
地の涯を砂の嵐の吹き荒び
埴輪の馬に鞍はなかりし
陶枕は宋のものなるコレクション
いつか咲きゐし棚の夕顔
間きちがへして帰る質店

水打ってをれぱ大きな月が出た

ぬけ路地青く灯る春宵

彦人彦畝人彦畝人彦畝人彦畝人彦畝人彦畝

仙

花莚まるめ担いでとぼとぼと
ナォ北欧の雪解の村の物語

春時青

歌

西宮・かつらぎｌその一Ｔ

青畝
且鹿

歌仙元日の巻春人加朱
忙がしさうに三河万歳

元日の田ごとの畦の静かな

土器投げて恋の占ひ

癖のある伝言板の彼の文字

百合子

静穂

テル子

一睡

たつ子

昭代

素しらぬ振りで噴水に待つ

隣の猫のあまえ鳴き寄る

竿に掛け蚊帳のほころび繕ひて

蘭生

寺の苔みなよく育ち手入よき

水都子

風に地を這ふ桐一葉なり

有年女

縁先へよいお日和と呼びかけて
月澄めり四方の嶺々秀を正す

山帰来

寿郎
早太
春人
時子

西浦綾子

丹花
樹巴
草介

山崎綾子

龍風

よし江

鉤となりたる雁がねの陣

朝餉の朴葉味噌芳ぱしき

鶯鳴くと輿をゆるめし

花の旅熊野王子は名のみなる

ヘ昭和五十六年十月甫一
一昭和五十七年四月了遭

兵に告ぐ﹁今からにても遅からじ﹂

雪にじらせる長靴の跡

ナゥ幟立ち卿豊漁に湧く港

提げし鞄にとまる馬追

月代のさしまさり来る橋に佇ち

毛見もたじろぐ婆の一言

萩の露こぽさじと身を細うして

同窓会の訪問着派手
多河史

九々生

リキヱ

元子
圭志

ゥ干してある母の片身の秋袷

鹿鳴館に咲きし艶聞
はじめての口づけなりしぎこちなく
避暑の浜辺をひとり散歩す

一九

静光

綱大樹並び涼しき社にて
一絃琴の調守へ流るる

あきら

情嗣
川成
清女

さかえ

双葉女

筑紫野の配所の杜に月仰ぐ
葛の柴折戸押して茶室へ

林泉を鯉は錦の帯なして
蓬莱島の松の枝ぶり
後白河院おすさびの花の宴
公魚の湖帆舟つらなる
ナォ耳しひの声の大きく山笑ふ
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柿

日立・かびれ連句会ｌその−１

年金暮し羨まれをり

死神に見離されたる明け暮れを

駆落者と噂立てらる

痩せたねの一言にまた涙ぐみ

茶粥の煮ゅる音の静けさ

綿虫のただよふ軒のくもり来て

古里にはや知り人のなし

多子也子青也子多也青多青也子多青也

の巻爽青捌

美

木守

木守柿二度の時雨の音走る
猫背目に立つ袖無の人
きりもなき昔話をきかされて
日々平穏の閑職に居り
ひょうひょうと鳴る芒野の風

白雪といふ酒を酌み月を待つ

母が仕立し布子身に添ふ

押競饅頭土挨あげ

さへのかみ耳の欠けしが懐しく

時節はづれの野分吹きあれ

串刺に月の供物を盗むなり

一朶の雲の光る町並

ナゥ農やめし人が新米買ひに来る

待ってくれたるバスにかけこむ

どこまでもつきくる犬に情わきて

見上ぐれば五重塔は花の中

風に酔ひつつ白き蝶々

︵昭和五十七年三月二十五日満尾︶
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冷賜はりし松茸先づは香をめでん

後朝の袖犬にかがるる

かりそめの恋にしあれどせつなかり

老いてますます労られをり

商に身を入れ励む頼もしさ
冠水の田に浮びたる夏の月
ビール呑みほし憂さを晴らさん
売り上げの棒線グラフ貼り出され
円高差益かかはりもなし
花笑ふ造幣局を通り抜け
河原の牛の声ものどかに

子多也青多子也青多子青也子多冑也子多青

仙

ナォ届きたる草餅はよき匂ひにて

達奈幾爽

歌

日立・かびれ連句会ｌそのニー

月の夜の巻爽青捌

月の夜の石にかへりし道祖神
素足へ下駄が冷ゆるこの頃
ああ玉杯は懐しき歌

もみづりて大学祭の盛るらん
たな霞む里を遠見の野の末に

軽き財布に鐘ひびくなり子

圭同

子

ひそやかな女ばかりの立話多
腕組んで行く影のみだらに青

細格子熱き視線が見送れる

からからからと風の空缶多

いたはりの言葉涙が零れさう

夕茜して明日は天気か子

調ひし大会準備ぬかりなく多
酔ふほどに出る津軽山唄青

青

有明の月に見られし寝惚け顔子
露ころがりて芋の葉を落つ多

ナゥやや寒き風連山を正すなり

よきつれありて旅のはずめる子

ポケットをまたも出てくる海の貝多

影もうららに昼閾けにけり青
天主閣花の霞に浮き立ちて子

水耀へるうるはしの春多

︵昭和五十五年一月二十五日満尾︶
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水光らせて蛾叫掬ぶなり
ゥころころと声のはずめる木瓜莚

阿亀ながらもほんによき娘よ
握られしぬくもりが掌に残りゐて
キャバレーの灯はいつもとき色
満員バスで帰る古里

白銀に降誕祭の明けにけり

庭へ吹込むアカシヤの豆

望の夜の迅き雲脚気にしつつ
犬を呼ぶ口笛の音の爽かに
老いてますます酒強うなる
花満つる山家の昼の静もるも
居眠り誘ふ縁のあたたか

青子多青子多青子多青子多青子多青子多青

仙

ナォゆくりなく大和の春を訪ね来て

奈幾爽
美

歌

日立・かびれｌその三１

孤悠

噂うれしく耳澄ますなり

多好多奈也佳節子恵の子奈子奈子〃多

脇起歌仙豪雨の巻爽青捌
鮎提げて橋の豪雨を人走る

瓢箪を駒が出でたる玉の輿

笠間土産にもらふ味噌壺

常四郎

幾多

霞の中につづく里道

︵昭和五十三年十月二日満尾︶

師の句碑を花のお山へたづねたく

なにはなくとも飯に漬物

孫が来てぢぢぱばに良き日曜日

惜まれながら停年となる

ナゥ金賞の菊玄関へ運び入れ

露かかりたる髪を柿くなり

月よさにアポロの軌跡浮び来て

ひょうと射抜きし流鏑馬の的

応援の校旗が高く勝ち進み

角くきやかに豆腐切らるる

時烏三声に軒を過りけり

借景の山晴るるたのしさ

熱き茶へ梅干一つきまりにて

いせの

萩花

奈美子

日を待ち顔に夏炉守る也
道具にはかまはずお茶を点てつらん
寝起きよい児の嬬え声する
はなひりて馬が出でゆく有明に
りんどう峠唄ふ露けさ

多

松嵐
の

竹魚洞

︺風

奈

奈

佳子

四風

多

達也
の

也
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ゥ新蕎麦の貼紙墨を匂はせて

タレント候補街を賑はす
文を焼く焚火ひそかに育てをり
強がりいつか涙声する
待ち合はす駅の時計の遅々として
まだもめてゐる成田空港
露を散らしてマラソンの行く

教会のクルスに月が差し昇り

時つピルへ身を反すなり

いつしかにお濠の土手も末枯れて
満員の花見電車に子を背負ひ
進学ローン始めたる春
一︐才門を発つ遍路の老婆いさぎよき

春 好 節 恵

若葉の巻石要捌

ジーパンで行く欧洲の旅

美し酒砲車に似せてナポレオン

ワレサ訪日はしゃぐ総評

夏場所の一人横綱やや淋し

積乱雲の湧きあがる午後

ゆり鴎ゆられながらに待乳山

俊昇嬰俊琴昇峰里昇琴昇要具琴具里〃

東京・神田義仲寺連句会ｌその−１

日傘そるノー日曜天国

街路樹の若葉にマザァテレサ来る

菰着て届く日本の酒

天馬空ス・ヘースシャトル帰還して

秋の気配にポートピァの灯

刃傷沙汰に老楽の果

全盲の夫をいたはり睦まじく

洗ひ直しの適正用語

月の門夜学の子等のちり人︑に

踏めば音して割れる団栗

ナゥ囲炉裡端夜長の生木湯気あげて

梁ゆらし過ぐ最終列車

そしらぬさまに鳴けるカナリヤ

言訳はパイプ煙草に火をつけて

チンチン電車に燃える陽炎

飛鳥山知るも知らぬも花に輪を

ヘ昭和五十六年四月二十七日ｌ同六月十五日一

一於内神田伊藤自動車事務所満尾と
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潮の香に無月の夜店仕舞ふなり

いつか一つとなりし人影

ゥ新涼のせせらぎ近く貴船みち

ウインクも気付かぬふりの別れにて
胸乳大きく海のポスタ−
つつがなく天皇傘寿おん迎へ

原発汚染を雑布で拭く
いしやき

残したき町の名消えて冬の月
神田殿治町の角に石焼芋
琴吟つ

自動車の摩擦はげしくなるばかり
アンデルセンが紙幣の絵になる
京人形花の小袖を着せもして
見本の市に満ちる春色

宗 佐 澄 宗 石

仙

ナォ麗かにバス待つ人の手をかざし

昇 喜 俊
佐琴〃峰里佐峰琴俊庭琴峰〃子琴庭要

歌

東京・神田義仲寺連句会ｌその二−

磨きぬかれし千本格子

佳境に入りし鈴迺舎の筵

敷居際しびれし足の立ちかねて

時雨の駅に弁当を買ふ

祈願絵馬学生ばかり寒厳し

嬰微澄雪香和微翠英好要微重雪里英翠

風呂吹の巻微代捌

よ︑への焚火の黒き燃え殻

風呂吹きや箸にしてわが息のうち

風鎮一つはづれ鳴る床

山荘の昼久々の句座ありて

枝もたわわに実る金柑

雲も悲しゑ人も哀しゑ

妻恋の詩碑は海向く九十九里

うつむいて南蛮煙管思ひ草

振り子時計のせはしげに揺れ

月明り染め抜き暖簾そば処

聞き耳立てる越の初雁

ナゥ秋草を無雑作に活け悔なき日

減塩食の料理熱心

中庭に香湧く池鯉跳ねて

子供の便り又出して読む

黒塗りの衣桁にかけて花衣

やたらに爪をとげる猫の仔

︵辨和添榊雌解碍罹細窪誇昨日淘顕五十七年二月一日︶
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手の届く月を掬ひて顔洗ふ
ゥ秋祭り父子の対話肩車

素人芝居阿古屋琴攻め
妻篭めに出雲八重垣三たび抱く
めぐる俳諾うける恋の座
肩寄せて老眼鏡に辞書繰りて
トースト焼ける雨の日曜
テッペンカケタ力雲ノヒトカケ

庭下駄の重くなりたり月涼し

ジャンボ観音近く開眼

北京にて流転の王妃寧らけく
山頂の文豪の碑の花未だ
運動靴の若きご遍路

微好雪澄重澄香 雪 江 微 要 諦 翠 箭 江 翠 琴 代 嬰

仙

ナォ京の春テレビ国際マラソンを

香和美好光英美澄微石

歌

東京・北区連句研究会ｌそ

北時雨役所に寄りて借りる傘
言葉の端も予算編成
焼目もうすき肴一皿

新聞の見出大きく躍らせて

鵲飛びて濤音の消ゅ

色留袖に包む中年里

窓見上げつつジョギングが行く柊

はしご酒縁が二人の新世帯泉

怪盗が御府内荒らす噂撒き千

いわし刺したるひひらぎの疎作

羽根の音に子等のはしゃぎて高き声峰

思へぱ遠き歳月のあり雨

風薫る宿に拡がる伊豆の海柊
トンネルを出るＳＬの煙峰

ジーパンの裾も明るき十三夜峰

地芝居の刷毛喉白く塗る瓢

ナゥ新米をかやく御飯で主の膳千

北方領土大国の影雨

手心も程々にして王手打つ柊
弁慶の見せ場六方を踏む瞳

行き交ふ人のなぐへてうららか瞳

落花浴び蝦蟇の口上試し斬り千

一畔輌垂什謹蓉弐に胡唾甲擁壗一

一於北区役所
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流れゆく雲間に月の松照らす

未婚の母となるを承知で

ゥしみじみと写真に見入る秋袷

作務僧の腕まくり上げ若き顔
溢るるばかり歌ふ草笛
名跡返す正蔵の意地

夏休暇終りて街の月汚れ
人まねのインコの声に惑はされ
影絵の如く雪の坂道
血圧にとどのつまりの渋を嚥み
うたた寝さめし窓のカーテン
大草蛙小わらじ花の仁王門
身もごる鹿のすり寄って来る
ナォ垂れこめて独居の昼を蜆汁

瞳

耕江花香瓢秀柊白上宏

柊楓里千瓢〃市楓雨千里柊郎峰郎雨泉作

歌仙北時雨の巻宏作捌

囚

東京・北区連句研究会ｌその二Ｉ

雨千郎雨千郎雨千郎雨千郎雨千郎雨千郎雨

歌仙空蝉の巻白雨捌
空蝉の夢や日は父月は母
風少しある庭の花桐
めぐり来る時の天下に誤りて
鶯張のきしきしと鳴る
隣家の普請窺ふ懐手

車窓より望む阿蘇の山脈千
伝へ来し鍜冶精魂の鎚揮ふ郎

膳の鰻に赤らめる頬郎

もみ手ながらに門くぐるなり雨
汗拭いて仲人口のなめらかに千

降りこめられし寺町の雨千

練操の糸鮮やかに綴じなして雨

﹁赤壁の賦﹂に軸替へて茶をすする郎

行き交ふ年も笠被るらん雨

おのが枝に月を隠して松の風千

棚の盆景露含むころ郎
ナゥ暮秋をズームレンズに引き寄せぬ雨
渋滞つづく高速道路千

朝風呂にひとり安らぎ満ちてくる郎

先づ打ち試す小鼓のいろ雨
行列の稚児欠伸する花の下千

耀ふ池も水温むなり郎

一州押極計捧癖ユ期二一十申擁壗一
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眉の雪げにあつき汁吸ふ
あちこちに佇つ印半纒

ゥ灯を入れてほっと息づく街の闇

家に五匹の猫を飼ひける

紅刷くも多情多恨の性ゆゑに

ゴビの砂漠を烏渡りゆく

巡礼の影遠ざかる月の道
孤児達の眼ばかり澄める写真集
寄付のお金を淘摸に取られて
てきぱきと婦長忙しい外科病棟
東京弁は〃ひ〃と〃し〃を誰り
花前線地図に書き込むバガボンド
春鮒釣は酒と連れ立ち
ナォ陽炎の国原はるか揺れゐたる

花柊白

げ 瞳 一

妙な構へでシャッターを押す

開発が替女の通りし道を消し

胸ときめかせくぐる格子戸

客去りて鼈甲の櫛落ちてゐる

雪の夜明けの公衆電話

と瞳千雨峰郎と峰瞳千雨と峰千雨作郎

東京・北区連句研究会ｌその三ｌ

峰と雨千郎作と峰千雨作郎峰と香州千郎

歌仙初謡の巻
一調の音も澄み透る初謡

仙台平で屠蘇の運ぱる
跳ね上る鯉の鰭より水映えて
ゆあみの客の渡る吊橋
句帳の字躍る車窓に月昇り

あっちうろうろこつちうろうろ

三界の火宅の空ゥを誰か知る

人それぞれにかくす思惑

同窓会ロングドレスで席に着き

日毎に紅く水辺の楓

アルプスの山脈渡る月蒼し

輝きながら巡る金盃

ヂゥ授賞式居並ぶ顔も爽やかに

熱帯魚大小なしに右向いて

豆腐売くる陽炎の中

隣家は留守か折節花ふぶく

三々五々に春雨のあと

︵恥諏琿什硅︾一一一期二計三甲擁壗︶
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旦那ひとりが漆掻く閑
ゥ酔ふほどに秋の七草色香り

座敷狭しと帯の縫取
馬小屋を新居に直す次男坊
線香一本程の縁にて
お雌子が聞こえ提灯軒に出し
土産を持ちて故郷の山
沖はるか初島浮ぶ月皓に
原子力炉に鴨渡り来る
ひつじ雲大統領のくぐみ声
食糧談議富める国でも
節くれの手にて鈴振る花御堂
茶屋の昼餉に惚の芽の味
ナォ縄飛にはしゃぐ児の背に風光る

白宏秀し舟富花柊

夕餉のおかず天鉄羅にする

そのかみの豪邸いまは料亭に

魔界仏界一つ格子戸

冷やかに谷の引水汗拭いて

石に置いたるサングラスなど

滋里桃滋〃嬰滋桃滋里滋桃里滋嬰桃滋

大津・義仲寺連句会

里桃滋壺代壺子江代〃平華江子子里壺江嬰
づ 代

歌仙遠花火の巻石嬰捌
七浦の一浦旅の遠花火
消えるに早き明け易の露
場上りの縁冷やかに風待ちて
群峰抜いて高き富士ケ根
つくぱひの冴える月光茶席入り

雨のこる雲を追ふ雲逸早く

恋の縁となりし靴ずれ

制服を脱ぎたる爪を紅に

音楽会のはねし公園
厨内外虫の合奏

客ありて和尚酒すぐ今日の月

気儘に炊いて三合の飯

ナゥ一徹にして名人の菊作り

見知らぬ犬が尾を振って賊く

高校生道路清掃賑やかに

蝶螺焼く香の隣りから来る

門しめてほしいま鼻なり花夕

︵辨和鍾針嫁年緬團一日ｌ同九月五日︶
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くろがねと云ふ秋の風鈴
ゥ仏前に栗盛りあげて艶やかな

愛つげられし風の降る夜
油田の国の戦火果てなく

後朝の今朝は船出の名残りにて

白秋詩集古ぶ天金

いつの世も旅に死にゆく人のあり

誰か来るよな落葉降る音

冬の月句座の戻りの影踏んで

昔語らぬ老いし堂守

骸悔台日曜の日の静寂に
南国の壷の珍らし床の花
匙かみ

春借しみつ坐師弟つれ立つ
ナォ湖西線三上山遙かに帰る雁

和 調 し 滋 千 桃 桐 華 石

岐阜・岐阜高校連句会

一士昭穂子美昭士一昭士一昭子穂美士一昭

歌仙建国祭の巻国士捌
碁仇と一日篭るや建国祭
天元の石光りたる風
ぬるめに入れる上等のお茶

盆の梅汽車の通過は定刻に

岩のかげからちちろ飛び出づ

隠れ里にもネオンまたたき美

見つめあふ二人命の濡れ場にて穂
トルキスタンヘ裂かれゆく恋士

ギヤマンの杯にまざまざ紅残し

親を尋ねて海わたる孤児子

浅漬の重石どっしり今朝の冷え昭

兎の罠を見回りに立つ

憩ひ求める片割の月昭

政治家の暗躍またも暴かれて士

橋の普請もできて豊年穂

笛を手にすれば砧のあちこちに士

目くら千人目あき千人

ナゥ孫どもは記念写真の前列へ昭

ファッションショーモデルはみんな痩身で美

ＧＮＰは世界第二位子

長堤の花から花へ花吹雪

朧おぼろに点るぼんぽり士

一蠅榊冠汁誌痔一期汁泥甲鐵一

一於岐阜高等学校一
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後架にて眺める月の丸々と

無可有の郷に住んで八年

ゥ今日もまた露けき顔で句を練れる

墨の香ほのと巻紙の文字

父上は家老の職を棒に振り
結局はテレファックスで打ち明けて
プリンスなどと自惚れてゐる
爆音も高く暴走族が駆け
埠頭に登る月の涼しく
冷房の利きすぎてゐる喫茶店
ひとりの旅は勝手気ままよ
仮初の花の席の別天地
余韻搦々かすむ梵鐘
ナォ春愁のふっとふっつり髪を切る

正光達国修正

岐阜・岐阜高校連句会︵文芸部︶

修司
国士

昭小

啓

″

智

秀幸

啓

″

潤

″

啓

啓子
苗子
智幸
照幸
潤子

芭蕉翁

脇起半歌仙おもしろうての巻国士捌
おもしろうてやがてかなしき鵜舟哉
水面涼しく高き城影
髪をそよがす風の下町

びいどろの甘さかすかにふくみゐて

虫の音を聞く湯上りの縁

量かかる月にあしたの旅想ひ
爽かに幼らがつく紙風船
ままごと遊び喧嘩別れに
キライ・スキ花占ひに花弁散る
五里を霧中の恋の細道
口笛の影を慕ひて冬の夜
月まん丸に着ぶくれてゐる
乳せがむ赤児手足をばたばたと
特急揺れる右に左に
定年のまぢかき日々をほろ酔ひて
大厄払ひの御輿にぎやか
校章も盛りの花をかたどりて
誌齢而立の春の曙

︵繩和唾軒歸癖軌翠罪謝雪満尾︶
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東京・草茎Ｉその−１

歌仙大雪渓の巻零雨捌

街を返す郭公の声一止献血車しづかな町に呼びかけて

大雪渓ななめににほふ夕づつよ零雨落書のある古き石塀
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どこまでも白樺林つづきゐてハッヱザボン咲きたる白き炎昼
径ほそぽそと草むらの中政明南風吹き恋知りそめし肌匂ひ
月の面をときをりよぎる雲軽く牧子髪のほつれをなほす手鏡
浜に打寄す高き初汐登喜子漸くに駅の︑ヘンチに落付ける

ゥ亡きひとを偲びて酌めばそぞろ寒絹子軒の氷柱が窓にきらめく

新宿裏の街騒の底雨オルガンのひびきゆゆしくクリスマス

ルージュ濃く色目をつかふ物狂止店の飾りの旗がひらひら

ひとり残りし心中の果てハ昼月をピルの谷間に仰ぎみて

世を離れ訪ふ人もなき佗ぴ住ひ政新走り酌む旅を恋ふなり
魚拓かかげて粋な入口牧ナゥ万葉の歌拾ひよむ夜半の秋
凍て雲につきささりたる三日の月登古へ人の心かなしき

兎の罠をかけし山道絹西伊豆に富士の高嶺を仰ぎつつ

野仏ののけぞるやうに立ちならび雨留学の子を案じ麦踏む

眩しく光る瀬戸内の島止遠近に花便りきくきのふけふ
花時の連絡船は混みあへるハ穴を出てすぐとぐろ巻く蛇

そこはかとなき春愁の旅政

ナォお遍路に逢うては別れ暖かく牧

雨絹登牧政ハ止雨絹登牧政ハ止雨絹登

東京・草茎Ｉその二１

あちらこちらに空缶の山

バイトの少女みごもりて憂き

港町水産加工盛んなる

修験者を頼み悪縁断つ祈祷

白蛾一匹狂ひ舞ふなり

道山雨道山雨道山雨道山雨道山雨道山

穴子裂くの巻零雨捌

あなご裂くや瀬戸内の潮したたらし
厨房広く噴井浪々

片隅に蒔絵の膳が積まれゐて
檜長者と尊ばれたる
頌徳碑建つと聞きたる小望月

人棲まいまま朽ち果てし湖畔亭

我につきくる宿なしの犬

亡き父の年忌もやっと済ませたる

破れ初めたる庭の芭蕉葉

二日月風に吹かれてたよりなく

ひそかに猿が酒醸すてふ

ナゥ屈強の案内をたのむ峠道

肩に掛けたるウラン探知器

首すじと腰に貼りたるサロンパス

倒産を苦に過ごす朝夕

花冷の先祖の墓にある耶蘇名
星気楼見ゆ湖の果
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声を落して渡りゆく雁
ゥ秋寒う北上川は浩々と

金色堂へ金婚の旅
馴れ初めの故郷なればなつかしく
海鳴り近き枯草の丘
登校の児が拾ひたる膳の羽根
ふと思ひ出す出稼ぎの父
木犀の香りの中に月上り
振子のごとく揺るる蓑虫
風来れば空を見つめる囮守
なたまめ煙管手から離さぬ
ダム底の旧居偲びて花の下
昔のままの蝿りを聴く

雨道山雨道山雨道山雨道山雨道山雨道山雨

仙

ナォ行く春の城祉公園ひそとして

直葉零

歌

遠く離れし夫を想ひつ

気にかかるお向ひさんの痴話喧嘩

暑さにうだる社員アパート

蝉取りの子供木立をかきわけて

見付け出したる古き道標

奥多摩の御岳の宮は農の神

筧に氷柱たれる御手洗

かつかっと噴鳴らす寒鴉

志哲雨志哲雨志哲雨志哲雨志哲雨志哲

東京・草茎Ｉその一一Ｔ

雨志哲雨志哲雨志哲雨志哲雨志哲雨子真雨
計

歌仙鮎飛んでの巻零雨捌
鮎飛んで翠微いささか乱すなり
早瀬のしぶきはじく炎天
山の如くに盛りし茄栗

やうやくにお休茶屋の旗みえて

あはれを誘ふ虫の声々

月煙と昼をあざむく庭の面

怪しく揺るる青き灯ビ

うす気味わるき古塚のそば

倒れ伏したる芒刈萱

溜池にぽっかり映る昼の月

人形巡査立てる三つ辻

ナゥ火祭も昨日と過ぎし鞍馬道

向う下りにつづく雲雀野

杖よりも盲導犬がたよりにて

いとものどかに曲水の宴

天守閣はるかにかすみ花の上
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ゥ化し野に打ちかたむきし幾仏

大門松をでんと飾れる

外人の新演出で客がつき
羽根をつく晴着の娘等の日本髪
一目惚れする石部金吉

月見ても心そぞろに涙して
西の空へとなびく送り火
潮騒の遠くきこえてうそ寒く
学成らざるを悔むほかなき
花万朶刻を告げ居る時計台
風船を手に孫は居眠り
ナォ湖照りの日にさざめきて帰る雁

志哲零

東京・くのいち連句会ｌその−１

夜空あかるく成田空港

卯の花くたし降りみ降らずみ

つつがなく母いまさんか過疎の村

せめてほ些紅さして待つ宵

糊つよき浴衣うるさし夏の風邪

一什七甲澤一

一

桐眸光紫吉司鶴桐眸光紫吉司鶴桐眸光

花吹雪の巻桐雨捌

観音の顔あまたなり花吹雪
雲雀さえずるさみどりの丘
とりあえず酒の肴にうど和えて
手持ちの品ですます饒別

借着ですます椴帳役者

繰り言を聞きつつ煙草ふかしおり

窓をふさいだ薮そしるなり

プレハブの小屋にはみだすライトバン

はるばると月見に出向く村の衆

朝餉にうれし秋茄子のいる

ナゥおもいたち障子洗えば鴫さわぐ

七日おくれて届く書留

大安をえらんできめるひとり旅

天守の残る弘前の城

三味線をひく手に花が散りかかり

春の空翔ぶくのいちの群れ

一榊榊唾諦一︽蓉唾朋一
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この秋は異国の月に笛吹かん

浦苑女花女雨

紫吉司鶴桐眸光紫吉司鶴桐

オペラを出れば風のさわやか
ゥ赤とんぼ刈田の畔に遊びおり

まだ身につかぬセールスのわざ
八つ手の花の散る昼さがり

乳母車追い越しみれば犬の貌

くぜっもはきと言えぬ結綿

そそくさと帰る背中のねたましく
世辞ぬきで芋と芒を売りしまい
着替えもせずに墓参りする
のびるだけのびた糸瓜が五つ六つ

ボタ山けむる雨のたそがれ
無人駅花らんまんと咲きほこり
横綱だけが気ぱる春場所

光紫吉司鶴桐

仙

ナォ新調の背広でいそぐ新社員

眸

歌

土地ころがしの噂まちまち

乗り継いでここ一軒の朝湯会

稽古がえりに逢った遠い日

船頭を茶屋に待たせて屋形舟

ひっそりひらく夕顔のはな

ぬきさしならぬ談合のはて

水打てば風鈴ふいに鳴りはじめ

知らないうちに古書の値上り

あらためて煎じ薬を火にかける

ことづけられた松茸の籠

和歌俳句名月のうたとりどりに

商いのまに通う昼席

ナゥそぞろ寒子どもに着せる浜耕

かえり棲む魚なしと佇む

ふりむけばビルのはざまに白い雲

近づく夏にはしゃぐくのいち

あちこちに打捨てられし花莚

︵岬諏毒什誌︾砿朋二桂一甲蹄︶

桐紫鶴眸司光吉桐紫鶴眸司光吉桐紫鶴

東京・くのいち連句会ｌそのニー

眸

歌仙夏の月の巻桐雨捌
かがんで択ぶ瓢箪の苗

入ごみにまぎれて涼し夏の月

雀がえさをねだる明け方

花浦女雨

眸司光吉桐紫鶴眸司光吉桐苑女

焼きあげた小皿小鉢をとりだして
枝豆の荷台ですだく虫の声
二年つづきの不作あやぶむ
ゥ身にしみて再就職の警備員

今日も見えない富士の山なみ
分校へ林道ぬけて︒へダル踏む

寒の見舞に鯉をとどける
耳とおき老妓のぐちを聞いてやり
やらずの雨の降りしきる夜さ
白萩の倒れてけさは庭狭く
禰宜かたくなに社守る月
沢庵でどぶろく飲めば風さやか
思いがけなき友のおとずれ
花惜しみゆるゆるくだる切通し
ぽつりぽつりとともる春の灯
アォずっしりと蜆かついで帰りけり
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司光吉桐
紫鶴

春の炬燵の上の歳時記

手まねまじへて口をとがらせ

古きもの新しきもの見本市

よく似合ふアイヌメノコの衣裳つけ

恋ものがたり伝ふ湖

人九末らズ枝江ら人末ズ枝人江九ら末

札幌・札幌かつらぎ連句会

ズ枝江人九末ズ枝江九ら人子ズ枝子九人ら

毅 き

歌仙罠に雪の巻春人捌
罠に雪けもの通りし跡もなし
梢ちょろちょろと夜も更けたり
諮々の昔咄にうなづきて
結城木綿のなんと高値よ
月を待つ膝に子猫のじやれてゐて

きいぎぬの涙ひと筋頬はしり

庇大きくソンブレロゆれ

懐しのメロデーはよし生ビール

沖合遠く烏賊火つらなる

掌捕されし夜も大きな月なりし

人かと思ふ木の実降る音

ナゥ亡き母の笑めるアルバム秋惜しむ

博覧会に行きし日のこと

子供の靴のこれる凍解

しろじろと湯元のけむりしばるるよ

今穴を出しトカゲなる今へし

神殿の奥うすぐらく花の雨

︑昭和五十五年七月九日首一
一昭和五十六年八月九日尾︑
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すすきの風の縁先に来る
ゥ南国の旅のアルバム繰る夜長

蒻翠の指輪秘めし光沢
ワイシャツの口紅のあとはっきりと
謎解きがたき君の一言
枯木立に夕月か坐る逢瀬なり
灯影うすらぐ冬の大原
サイフォンかけて艶歌流せる

帰舎をするホルスタインの長き列

チョコレートよりフルーツがよし

造り滝落っ地下街の憩ひの場

朝寝の夢路うっらうっらと

山一つ花の灯りにつつまれて
ナォ鶴舞へる里にひっそり湯治して

末シ静江一春あ

殺し屋秘密漏らすコリント

煙草屋の前に立ちをりインディアン

阿弥陀にかぶる羽飾り帽

まなじりの捉へし影にときめきて

エリーゼのための曲おのづから

ド

オ

ゼル〃キ薫キゼク〃キ〃ゼ薫万〃ゼ

ツ ツ 博

札幌・札幌連句会︵俳謂寺芭蕉舎︶

薫ア薫ア〃〃〃ゼ薫万薫子ア薫ツア加ツ

歌仙花の海の巻日独米文音歌仙Ｈ薫捌および訳
花の海抜け川に来る風の唄
牧を開ける馬の噺き
わが指紋とりたる蝶のどこまでも
透明気分で飛んでいったよ
月に雲かかりて地球に警告す

林檎焼くときアイデアのとき

カタログに永遠の女性ありや？なし？

鼻の輪熊が探す洞穴

満月に似て太き樹の色づける

タイアの神官紫衣を纒ひし

吾をみて過ぐる異神は大理石

ナゥ機関車の警笛はるか遠くにて

玉突き球のごとき山彦

雀斑の肌にぽつぽつ浮びたる

跳ねる兎を捕へてる奴

あくびして花のめざめのクロッカス
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ぶらりぶらりと糸瓜瓢箪
ウキリストも子規も三十五で死んだ

転送装置にインプットする

ＡＢＣＤＥＦＧＨＩＪ

冷房きかせ愉しソファーは

じっとひそんでゐるは泥棒
フロイトのイドの居所古井戸に

いらいらとして朝を待つ蟻

暑気あたり駈叫にみゆる月二つ

われらの恋は遅くはじまる

ヴ

︵昭和五十六年二月首︑十二月尾︶

紙舟浮やへん春のせせらぎ

モ レ

ゾー

文机にラインの礫の白き置き

かめゐど

老いらくの花はことさら艶にして
万年の亀鳴く亀戸社
ナォマンモスの棲む故郷へ鶴帰る

イ 万 リ 由 ク
ル 里 薫 太 ル

碍嗣匡目

岳．嗣巨ず○国

時目弓①且旨のの胃①旨．

申

の︒苛津・斥埼α詩のぐＯｐＮ⑦毒冒岸幽口切①旨﹄一︺動犀Ｈ①旨田口伽許

禺騨門①四吋

ｍ○ずαロ︾一ヶの凶凹巨ずのＮｐ﹄︾降吋國嵌﹈の旨堅．

〆時開彦匡冨①ロ巴討具国四目目①印の甘﹄ずゆめ○昌号厨

胃﹃・閑ロゴ○国

ロ易①制匡①四の冨芹合︒ミぐ閏呂蟹輿四口鴨餃口鴨ロ．

樗か偶①四吋

劃ざず９国の彦日︶琶巳︺固巨Ｈ宛ずの旨国巨のｏ彦の昆

三㎡尉切のＨ閃医①甘翫の︑①三國氏煙①日のｏ団門田亘尉巳︺・

澤口面門口う匠？両津国①罠

戸島ＯＨｍ①国．

同旨①シｇｍ堅閏笥胃房二日茸ご国照合再一︹一片屋

胃跨もＨ四ｏ犀予甸津い①崖

包①ロ芹雇○岸一国封吊肖夛︷○口﹄①胃の程輌①ロ．

向旨詞①鴨口言巨局日ぐ○三国骨同の冨融巨宮巴①胃

胃いもＨｍｏ匪苧甸骨厨の匡

色目﹈色的①︒

甸四昌冒︺偶９口⑫冒匡鴨昌の朋里こ︼民①〆毎回四︲
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固耐﹄琴丘○ぐ○口防．甸月①巨堅さ○ず昌旨号尉弓芦呉里

旨．嗣ロゴ○国

ぐ①吊禺の︒斥骨ゴ酔津．

固の﹄切詳①旨己尉ず堅閏印胃弓牌二盲旨凸巨ロゴ①弓①嗅
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ロ①のヨョ目﹄旬の⑦①閏己輯苣尉固①岸﹄ロ昌彦﹄閉園旨︲

い禺匡国岸色冒弓生国５８
旦のＨ昇夛国①印の．

ぐ尉一①国のａ①且畠①冨門ロー域具ぐ○鷆昌三目輯四旦
騨嗣ロゴ○国

ず﹂Ｒ陸ｏ屍⑦．

ロ①ロのｏ辱日曾席堅冒頤医めい︑旨犀さ︑蓮日日霞①風
ｑｐＨｏ彦口目の首①一吋言い①吋

﹄．Ｆの四月

巴○毎はいめ①﹄︒

向吋望の伽詳の○四口ロ︺貝ぐ︒Ｈず風︶尽四房○ず①吋包巨局の写

ｑ〆口凰
の①色色一口ご﹄冒餌ゲロのロ島①皇ぐの岸．

国胃肝島の写①ヨさ岸①具の耳凰庁国鳥⑩旨○口煙①⑫
①．︻ロゴ○国

ロ①口堅①﹄目．

口尉の︒匡曽侭①昌己Ｈ匡朋①口﹈匙一局旨のの野四房睦門冨朋①

○斥凹一口︺冑唖回

訊問①色ミニ言尉當①ｍｐｍ⑦犀風の冒里の国吋ずの冨底夛畠儲角︐
︑．閨○日○

幻蟹ｍ巴．

炭○口名貝⑦村ぐ①儲ざ︒胃．罰①旨里少昌弓○鼻画具巴尉

Ｐ属ロゲ○国
鈩国○国同一局の国昌嗣尉一旨ｚＯもＣ
ｇ．曙日巨○
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戸自画口︺口芦巨含①︸①すのロ．

民同日ｏ彦の園苛医①具旨臼の国の旨︺自国貝胃寂笥旦
画ＰもＨＰＣずず蜀詳国①匡

冒属目旨昏ぐ臼昌の尉冒田︒ご会①旨αａ①ＨＱ①印
胃ご﹈犀匡⑳．

国ロ冒段餌口の二の蔚亘ぐ日旦①日日画ず四匡且のＰ−

画房弔坑色︒ゲサ甸詳国①二

ぐの吋郵①津匡昌旦の○ヶＨ①Ｈ口禺．

国四口α桝昌庁蜀＆国風①ａ①嚴嘩ゴミ旨号目ｚ胃席画

いいｚ詳国自ロ四

︑①め○弓○ず①画．

いい留日ロ○
シ画鴨且段①の①⑫国岸面目照目．

昇冒①国のの口邑厘○も津目胃国色の国①園︾急①ロロ目①旨①

画吟〆匡ず○国

陣の○ず．

夛角堅○島①雷Ｈ両辱め里ｐ巳︺岸ぐ○口︑①号胃﹀色ｇｏ目色︲

画切弓門凹○房苧甸﹄冒堅︸

のぎ計①の号冒ｐｍｐｏ苛冑旦函①号の時自己○ぬｐＯｏ彦
斥①旨①藍のＨご頤の一①ご斥扇甸吋画匡︾

口搦閃鮮庸ロぐ○国国旨のごぬぎ二日時島①︾①印蔚旨

画②勺局四の彦苧蜀茸国の塵

胃﹄①①ロ．

歓門冨巴ｏ医島里ｚ口︒再嘩序銃声○○耳９．

図式ロぐ日呉鼻望
国口嗣四日目註里の○唱○朋芽ａ①号吋ぐ○房ロ○口﹄

ｚ色ｇ︺国嘩后昌閨︒冨一輿旦の旨田野苞輿①旨①口

い酌己ぐ日２房︺

甲

ｚ閉のロｐｐｍ庁蝕唄．

函Ｐ国関口う回Ｈ﹄シ自○ｏ丙

の奇ｍＨＨ四国国︺貝ご○誌ず①︺．

国旨訂吋号口国自蔚員日胃目○目①の嘩房Ｈここ＄ロ．
Ｐ勺Ｈ画︒匪寸局芹園の冒

計巨酔口舜の一・

己苛日①目掃きロ①鴛閏司侭①具目旨耐目弔匡９口Ｈ︐
臼．ロぐ日興鼻望
甸①岡目①︑

︒︒

①

国巨肩口鴨国口の号この冒閂Ｆ○百日ｇご里冒言の﹈５吋

両ｏ毎○ｍのｏ三の閉のｐごロロロ﹄ず①具三劃の国堅庁一目

路．〆巨ず○国

国筐旨儲烏巨巴．

弓ロ日日①言医冒な○口の○日目①刷冒○服のロ．

鶴．ロぐ日曾鼻望
国里庁Ｈの○口目①易呂①旨甘国︒冨段①函回昌目日
篭．己ぐＯＨ２鳥昌

のロロロｍのロッの︺ロ︑の口

両吋①風砦宮島の〆四口目︒弓①ミゴｇ自国陸耳のロ︶
幽印﹈國昌２勺①ゴＨ

国許・・・・・ぺゆ︑彦○ロヨョ胃﹄

﹃Ｊ

一畠①のヨョ画巳ヨ．

Ｚ目①目①自国侭関碕の与国園８百号①︒胃吋温亨

⑦﹈ロ心

の○室蔚ロ．笥肖四匡帛Ｈｐｐｐ５Ｈの門口一国四︒犀田口勺四豆の﹇︲

②②㈲Ｈｍｏ写令甸営園①罠

ず○○骨︑①
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間知・三冊子研究会ｌその一Ｉ
ｌ一

歌舞伎役者でありし半生

嘘から出たるまことなるらん

週刊誌デッチあげ記事ひろごりて

キララ替文金島田

俗中の俗なる懸想文に負け

昼雷のとどろとどろに

人形に思ひを篭めて人形師

三原色の民族衣装

日焼して鋭き顔の革命家

精霊舟の川をへだてて

モデル描く月の光りのさまざまに

ナゥ野分あとしがらき焼ののぼり窯

今日もあしたも士探す旅

耳垂れし土佐犬と逢ふ城下町

かはたれどきの堤ながノー

身ほとりのものの影濃し花疲

黄色たんぽぽ白の蒲公英

涼乃涼乃涼乃涼乃涼乃涼乃涼乃涼乃涼

土佐日記の巻

土佐日記鹿児も大津も霞みけり
樗の芽吹くもと船着場
春日傘発掘の壷のぞきみて
唐草模様渦巻模様
棹さして湖心の月の明るさに
燭消されたる部屋のや鼻寒
松に習へと竹に習へと

ゥ京扇置かれしままの経机

夫にしてかつ師でありしひとのこと
はるけき空に浮雲ひとつ

黒汐にぐいと岬の突き出で坐
非常階段赤く曲りし
追ふ者と追はるるものと夏の月
セェクスピァの十二夜の劇
禿頭およそプロヘッサーらしからぬ
こうもり傘と風呂敷包み

花電車赤門前や団子坂
暮れ遅き日の雨となりゆく

︵畔諏五粁毎審彗朋一甲羅礎︶
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涼

乃乃涼乃涼乃涼乃涼乃涼乃涼乃涼乃涼乃

仙

ナォ春塵の淡くかかりし遍路杖

紫

歌

乃涼洞乃涼洞乃涼洞乃涼洞乃涼洞乃洞乃

商知・三冊子研究会１蔚二Ｉ

歌仙寅彦集の巻
召されし栄えの御講書初め

寅彦集積みある机辺去年今年

きさらぎの湖水にほふなり

引鶴の遠き墨絵の列見えて
朗吟の澄みわたりゆく春の月
団地住ひになれしこのごろ

涼

黒潮の濤うねりうねりて

珊瑚食ふ鬼ひとでてふはびこりし

新聞記者のペンだこの歌

匂ひ立つおでん熱燗赤提灯

人気女優のなれの果てなり

ゆあみし温泉の清く渥溌

死ぬ日まで天賦の美貌塔りなく

牧牛のこゑふとくこだます

明暦の地震の記録の碑に残り

渋桶土間にころがせてをり

月明りヒッピー族の石狩に

政界のことしばらく忘れ

ナゥレリレリと郡邨鳴けば昼弁当

さながらに梁山泊に屯ろして

西に東にふるさとをもつ

お天守の見える二階の花曇

洞涼乃洞涼乃洞涼乃涼洞乃涼洞乃涼洞

捌

白魚湖る川の小波

癖諏亜捗︾圭朋亟師緬騨文音︶︶
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ゥ誘はれしごとく点りし港の灯

指にくるくる巻きほどく髪
あこがれの源氏の君も通はせむ
青桐の葉に雨音かすか
河童忌を修しごころの文庫本
一銭蒸気乗るも一興

旅人のわれに異国の月蒼く
大雁塔に霧の流るる
落日の落穂拾ひの膝かがめ
子の親なれば子を案じつつ

うたかたの花を掬ひし掌の白く
朱塗りの箸に青饅の膳
ナォ虻も来よ蝶も遊寺へよ句碑除幕

春紫
涼山

〃み章太貝真六貝太真貝章女女子江郎ゑ作

一

東京・鹿の会ｌその−１

真六章貝太み孝

一州諏癖瑞識蒋鐇塑一拝程甲融一

ぬめる木の肌八十八夜竜

咲き立ちてこぼれなき花目の覚むる貝

主役となりて煙草ふかせり竜

かしましきシンセサイザー聞き流し真

有髪のままに仏門に入る貝

ナゥさゆらぎに心乱るる秋海案竜

庭石に猫うづくまる月の影真
ぽんと音して添水はねたるみ

夕暮れ迫る彩の縞椅子章一

たしなみのてのひらにしてブランデー〃釦

山にゆく日を指折りて待つ竜一

貧血と言はれ息ぎれ目まひせる貝

肩をならべて銭湯へゆく六
七月の新横綱はウルフてふ章
十日あまりの炎暑つづきて真

紅のあとしどろもどろに弁解しみ

婦唱夫随をまのあたりなり章

脇起歌仙水芭蕉の巻太郎捌
峠には未だ雪消えず水芭蕉
夏を告げゐる駒鳥の声
梅雨明けの舗石ワゴンのせり出して
さりげなき体すりぬけてゆく
宇宙船軌道にのるか望の月
このマンションへ来たるこほろぎ
ゥ軒並に留守になりゐし運動会

晴天に風運ぶ街騒
誘はれてすねてもみする連休日
何時の間にやら夜具の敷かれし
鉾杉に赤き社の神寂びて
恐れ知らざるやくざたむろす
おでんを喰ひし荒川堤

冬の月教師囲まれなぐらるる

動物園からかかる呼び出し

白バイク何事もなき走りぶり
綿飴の次ぎ次ぎ売れる落花中
フォークマンもほるよひの春
ナォ尻ふって屈託もなし残り鴨

砂 花 づ

東京・鹿の会Ｉその二Ｉ

脇起歌仙水中花の巻瓢郎捌

水中花培ふごとく水替ふる波郷沢潟屋なる紋の旗竿瓢
窓に入り来る松蝉の声望子観光は鬼界ケ島へ船の旅佐

蔓橋そろりそろりと歩に揺れて望渚を歩み踏みしブローチ徳郎
火縄銃とて壁に吊るあり瓢郎香水のほのかに腕をからませて春

柱時計のぽんぽんと鳴る馬山人何の彼のオタワサミット無事終り義

薄墨の月あり美術館出づる紫乃冷房ききて木版の額瓢
叩き売して山盛りの柿望贋物と知りて買はさる気弱さょ義子
ゥ隣の子運動会の自慢して春子捨猫拾ひ小魚を煮る佐

養老院恋のたてひきさばきかね佐和女シンナーに酔ふ少年の群望
しみそばかすの丹念に塗り紫月光を溜めて擬宝珠の橋長く〃

僧を頼みて経を読まするはまナゥ草城のミャコホテルの秋の夜瓢

船幽霊舳に出しと語りかけ瓢人になつきて鹿の寄り来る春

凍て月の道狭くなる屋敷町春キャンドルの灯は手もて打消す徳

湯気の向ふにおでん屋の顔望万葉の神の森なる雨寂びて佐

都議選の宣伝カーのかしましく〃石塊し一つ千代に八千代に望

行きずりに会う庖丁の難佐神武綏靖昭和とつづき花の雲瓢

塩豆と焼いかで飲む花の酒春轍の跡はげんげ田に消え徳

胸広く開く春のファッションは

一畔押垂計誌蓉毎埋一汁極甲跳一

ナォ唾りに脈をとられし河明り望一於俳句文学館
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東京・鹿の会ｌその三Ｉ

雨ふくむ赤城曇りに梨の花
ところ狭しと種浸す庭
春行くと蛙鳴き出す夕べにて
同窓会は幼な名で呼ぶ
月の影回転ドアに廻りけり
ガラスに生けし大き穂芒
ゥ遮断機のおりて吹抜く秋の風

約束事を声ふせて聞く
愛人の一人と言はれ書を教へ
ポストに入れし文の音さやか
薬師寺の西塔建ちしめでたさに
見えかくれして遠ざかるなり
追風にョツトレースの波しぶき
竹皮ぬいでともる夕月
尻こそばゆき高度成長

来日のマザーテレサの雛の手よ
遠き日の衣桁に流す花衣
淡き香りの桜餅とる
ヂォ手鏡に白毛ふえたる春愁

澄雄
竜生
章子
望子
″

貝江
垂屯

太

真喜

ユハ

貝

真

貝

望

立弔

義

六花

義

一早

あたりかまはい夜のオートバイ佐和

日没前に鋤鍬洗ふ章

つがひ

石垣にきじ鳩番住みついて

佐

一州諏癖啼毒︾錘期一一粁都申識一

八十の天皇陛下花の御所六
ゆく春に食ふ深大寺そば貝

園丁老いて背の曲りたる

一旦

ナゥ遠目にもあかあかもゆる曼珠沙華六

狭庭きらめく一面の露貝

影法師つれて帰りぬ月の道六

酒樽並べ派手な宴会佐一

よく聞けば何処かおかしき今太閤貝健

長者番付上位しめたり義一

国家試験受かりて医者の卵出来宣

男等唄ふ雪山賛歌義

はからず叔母に見付られたり佐
冬の海荒れしあの夜が忘られず章

なり

鎌倉を同じ装して一シ傘宣子

脇起歌仙梨の花の巻太郎捌

L一一

東京・鹿の会Ｉその四ｌ

はみは真佐順郎徳子雨女成ゑ子子徳女郎子
砂 づ ま 和

スープのさめぬ距離に住まはせ真

菩提樹の葉の散りしきて神の留守み

一声高く黒き冬鴫は

税関でポルノフィルム焼きてをり瓢

何やかや親の家より持帰り綏
竹の子族とクリスタル族〃

脇起歌仙鉛筆での巻瓢郎捌
鉛筆で書く音しづかチューリップ
庭を過ぎゆく初蝶の影
春光にきらめく海を見下ろして
メガネのほこりていねいに拭く
居待ちの月に佇てるひととき

核弾頭のさわがしき世に〃

凸の書き順孫に問かれし

瓢

人並の主婦顔をして豆を煮るは

研師の庭の月おとす池は

鳴くやうで鳴かないやうでちちろ虫み

昨日と別な朝からの雨は

ナゥ菊はゆる叙勲の沙汰の畏くも真

山畑にぽつぽつ人の見えそめて真
たどりつきたるみちのくの宿綏

花の滝音なく流れ峡の幅瓢
山毛樺の林を錐の歩めるは

一醗祁垂什誌蓉廻聖一拝郡甲識一

一於俳句文学館

63−

旧道に豆腐屋の店稲の花

ぬくみ残りし掌を抱く

ゥ雁のそれと知らるる帯しめて

胸をそらせて釣談義する

久々に一本提げて訪へぱ

七賢人を描ける陶枕

熟年という新語出でなじまずに
立膝で河童見てゐる夏の月
赤い尾灯のブルートレイン
北杜夫そううつ病を売りものに
神に願をららかけましょうか
花筏京のせせらぎ清らけく
光悦垣に春の猫ゐて
ナォ永き日の安息日とや呆けをり

瓢綏翠真順みは春佐徳立

雀は帰る三井寺の鐘

しののめの風少しある舟着き場

ひつつめ髪の女行商

操むだけで暖かくなる紙懐炉

神経痛のいたみやはらぎ

文殼をもやせし中の古きラブ

今は句会で茶飲み友達

まのあたり大和の景のひろがりて

樗山花山伸山花山樗山伸山花樗伸花樗

大磯・鴫立庵ｌその−−

伸花樗伸樗伸花樗伸花樗伸花樗伸山花伸
樗

歌仙どんどの巻北伸捌
烏総松挿す名庵の門

どんどの火羽ばたくごとく神の空

藪うぐひすの気配ほのかに

紅梅をバックに写真うつされて

市の果てたるあとの一服

むらさきの厨の煙おぼろ月

返す詩集に挾む恋文

魁夷が描く松がそこここ

月仰ぐめしひの眉のほのぼのと

ありなしの風萩をこぼしつ

ナゥ隠棲の庭にかけたる囮籠

左団扇で暮すこの頃

到来の秋田の銘酒しみじみと

所望に応へ唄ふ民謡

降るごとき陽にきらふ若草

花びらを払ひて膝を起したる

一昭和五十六年十月二十四日満尾︸

へ昭和五十六年一月十五日起首一
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ゥ客の声聞えて来たる縁に立ち

丘を越えれば古里の川

すみれ草咲く頃ひとり口ずさみ

眠るでもなくうづくまる猫

藁屋根の昔はありし自在鉤

赤き尾燈の列の露けき

満月の皎々として歩道橋

日課の散歩犬が後先

地蔵尊在すあたりに虫しげく
歌よみの佳人の集ふ花筵
白秋の碑に寄する春潮
ナォかたときも盃を離さず鮒謄

磯 茅 北

大磯・鴫立庵！その二１

定紋打てる鉄の灰皿

をみな等の足を伸せる牧の原

刻の鐘の音隣村より

高麗屋ブーム続きて三の酉

辛口の酒好きで湯豆腐

川風の吹き晴らしたる星の空

伸樗花山樗花山伸樗伸花山伸樗花山樗

の巻北伸捌

樗

歌仙枇
花山

伸山花樗伸山花伸樗花山伸樗花山伸

枇杷咲いて鋸山は晴れにけり
茅磯
北

人影もなき冬の荒磯
胞貝垣に吊せる小屋にして
親子三代無病息災
草の実つけて帰り来る犬

二人連れ立ち例の茶房へ

コーヒーの彼のブレンド心得て

外貨稼ぎの更紗一番

しきりに鳴ける何の虫やら

月高きゴムの林のそよぐなく

洪積層の縞目くっきり

ナゥ晴々と芒の丘に降り立ちて

運動場も整備をさをさ

道幅を団地作りに拡げられ

小手をかざせば揺るる陽炎

南より北へ北へと花前線

愈諏垂裁鉾舛一出奔唾申輝達
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芦原をやふに離れて月澄める

御神籔ひいて縁を占ふ

ウネオンの灯ちらつき初めし生姜市

下谷民族舘新しく

隠しても茶屋街育ちあらそへず

厨の土間の古りし内井戸

軒並に足袋屋駄菓子屋小間物屋
ムーランの赤き風車に月涼し
浴衣はだけて地回りが来る
長者舘の趾の公園

鍵っ児の独り遊びの後ろ影
一族の集ひ賑はふ花筵

潜りもぐりてもつれ蝶行く
ナォ縁広き南部曲り家蕨干す

杷

俳句短歌と雅俗とりまぜ

定期崩して飛びし海外

ホテルではョＩロッパ感覚宣伝し

粉挽臼の鱸馬は黙々

白檀の扇もゆる坐あの姑娘

肝水香肝水香肝水香肝水香肝水香肝水

東京・慈眼舎連句会ｉその一Ｉ

香水肝香水肝香水肝香水肝香水肝香水肝香

歌仙若楓の巻箱根湯本松之茶屋に泊す龍肝捌
渓水に緑あやなす若楓
朝の浴衣で点てし一服
三伏に工夫は鶴噴ふり上て
無色無臭の窒素肥料なり
月満ちて風の限りを吹く峠

うまい咄でまたも啼され

激戦地煉瓦の壁の弾丸の跡

ハ ハ

夜学の友が披く詩の本

身にしみて我が来し方をふり返る

どこの紅葉も薄く色づき

握る手に月は傾き去りがてに

出雲の神にいつか頼まむ

テゥ木の椀の漆剥げける元庄屋

ロケの現場にファン集る

ポンＪ１とたシみ咲呵の大道野師

糸より細き三月の雨

みさ坐ぎを濯ぎし花に涙せり

さはやかに聞きし鶯の声

︵昭和五十六年六月首尾︶

ー 0 0 −

ゥ破れ瓶に銀の芒を入れてみる

年はとれども塗や口紅
いきな音締倍気の果か

かろやかに路地の溝板下駄響く

焚火くすぶり薪を投げこむ

おそろしき牙をむきけむ冬の濤

輸入腎臓移植効なし

月光り軒の氷柱を折ってゐる

酒に浮れて落す青饅

メガホンと足が勝負の都議選挙

真綿の糸を蜂がひきづる

重代の花の盛りも今日限り・
ナォさすらひの田舎坊主が叩く鉦

恵龍宗

｜東京・慈眼舎連句会ｌその二１

無檀寺ながら富めるふところ

ステーキ皿音も立ずに平らげる

記録作りの今日の競泳

涼み台玉の消えたるヘポ将棋

内妻出来て身装と当のふ

晴がましくも故郷に凱旋

近々に専務になるとさ坐やかれ

鍋鵺来ると操める農協

買物も三寒四温予想して

サイレン鳴し急ぐ輸血車

どの家も戸口閉ざせる冬の月

︵昭和五十六年十二月首尾︶

芽吹く木々から蕾持つ木も

継当の木綿袴は丈長し

素面素小手で稽古つヌける

ナゥ特旨にて勲三等を戴きぬ

歌仙顔見世の巻詑肝捌
顔見世の幟はためく枕許
夜の時雨に引きし街騒
川千鳥橋の燈りに浮出して
信望あつき茶の宗匠
遙々と三顧の礼で迎へしも

宏

龍肝
恵水
松栄
雪香
静雄
朝雄
信子
秀雄

徳元
宗香
千代子
水

栄

霞む旅路もカナダで終る

花浴て成田の空を飛立たむ

幸三

朝
秀

信

宏
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壺中の天に月は流るシも
ゥ新蕎麦に汁の熱きを頼む奴

秋の袷の派手な柄合
老楽の恋の果まで見透して
吉の御鬮をまるめては嚥む
郡部とてこシら辺りは高地代
私鉄支線もやがて複線
一人では今宵は借き望の月

思ひかけなき隅の陣
どぶろくに課税反対叫ぶ人
鎮守掃除は婆が生甲斐
船のマストをなぶる軟東風

咲ほこる花の香りの幾千代も
ナォアルバムの卒業写真は色槌ぬ

栄肝宏水朝栄雪肝水代朝元秀栄香元代

岐阜・獅子門ｌその一Ｉ

守

コップの水の咽喉に冷めたし

唇でちり紙をとる女にて

柾目の板に活造り盛る

双

頼毒
華宵

啓

二の腕にちらと見えしは刺青か芦

肉塊投げて鴎つる悪五月

の巻北勢子・守捌
村矢雨川峰州子恵十水断雀火仙秋菟月考

脇起歌仙
鴬の朝日待つ音や霧の底
筧の水のぬるむこの頃
春障子絵筆疲れに茶を汲みて
蔓編の籠手にとって見る
月代のほのかに流る香を聞く

寒行の僧まだ若し低音に

青桐

守

顔に似合はず吠えぬ土佐犬静風

築地松入るを許さぬ札立ちて

一枚岩の橋の架れり

語り継がれる秋の夜話

今の子に月の兎は餅つかず烏

北

寿

頼

くはえ煙草の癖は直らず朱

ナゥぶら下り糸瓜の肌の枯れ色に

西から天気晴れて来るなり

雨

風

訪れしセールスマンの執勧に

花万朶ポトナム河畔に和を生みて

藁し︑へを垂れ雀巣造る

︵細和縮升綜年三月八日︶
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妻の里から届く松茸
ゥ新走り藤吉郎と申しけり

堤の高さ違ふ木曾川
額きてお神籔の筒振り鳴らし
ラブモーテルのネオンまたたく
諾ひてそっと足袋ぬぐ絹行燈
トンネル抜けて海のひらける
月涼し異国の船をはるかにし
杜鵤一声雲に消えたり
衛兵の交代を見るエトランゼ
おもちゃのマーチ奏でゐる街
城仰ぎ家族揃って花莚
うっらうっらと春の転寝
ナォ飯よりもパンを好める雄み猫

静卓十美緑三北一双烏不朱嶺寿啓於芦支
勢

鶯

岐阜・獅子門ｌその二１

黄耳
雨山
烏水
静石
陽山
朱雀

読みしお神識枝に結等へる

遙か彼方にグライダーの飛ぶ

追ひ出して川原牧場牛の群

あたりかまはず熱き接吻

降り立ちて脱げば眉目よき操縦士

無い筈の核は外からあばかれて

嘘も方便釈迦の説法

ふっくらと皿につけたる胡麻豆腐

黒き坂塀のぞく松ケ枝

世の塵をよそに月澄今昔

く

若竹の巻十雨捌

若竹のいるもすがしきみどりかな
街騒遠く庭の打水
愛蔵の古画と鑑定頼まれて
煎茶の味の舌に残れり
駈蝋鳴くとよ耳すまし聞く

今が盛りの自動車の町

頭が痛む寺の修築

薄皮の饅頭もよし酒もよし

下呂に決まれる一泊の旅

ともからの西ゆ東ゆ花に来て

歌仙満尾にうるむ春灯
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畷道曲りくねってけふの月

守

秋の袷の仕付歯で切る

夫婦でもらふ軽き年金

陣決り竹藪に鴫猛り鳴き

ゥ秋上げの席た歩いて折り重ね

一雄

綏軒
三洲
笹舟
和子

平和園山の高みに墓地購ひて
毎週の土曜日曜朝餉抜き

としを

嶺火
不断
静菜
孝子
十雨
国士

首長うして碁敵を待つ

靴の音天が吸ひ込む冬の月
空閨の脛湯たんぽを抱く
さりげなき素振りで猫をじゃらしてる
グラピヤのページ開きたるま上に
通勤の長良堤は花盛り
刻を知らせる鐘のかすみて

雨鴻寿ノノを女〃烏震代十秋仙守明芳鹿

仙

ナォ蕨狩籠をもやひに姉妹

と 和 頼 菊 双 啓 寿 峰 禾 牧

歌

磯馴れ松を透ける荒波

女等の怒声に似たる鄙言葉

手と手に通ふ恋の臼挽き

膨れたる腹にせかるるお仲人

夏のおはぎを詰めし重箱

黒南風の跡方もなく晴れ渡る

飛行機雲の山を越すなり

神官は石徹白太郎と申します
杉千年の齢守りて

軒下に来てくつわ虫鳴く

月に酌む地酒辛口なるもよし

またも棚上げ喰ふ無派閥

ナゥ茸山の縄張りきめる村の長

舐め猫玩具はやらせるなり

不調なるテレビ幾度こづかるる

温みし水を閼伽桶にくむ

筆雨朱双と和軒子三國枝烏守秋一笹嶺

岐阜・獅子門︲︲その三１

守 勢 く 翁

脇起歌仙宿かりての巻守
宿かりて名をなのらする時雨哉
藪の小蔭に咲ける石蕗
変屈の作る茶杓の巧みにて
戸の隙間より入り来る猫
餅を搗く月の一兎を離しけり
秋は一入思ふ古里
ゥめっきりと水細くなるほつれ簗

小銭握って赤電話かけ
執勧に愛のあかしを迫られる
風のごとくに心きまらず
端渓の硯の値段折合はで
東寺の市に黒山の人
玉ころがしてラムネ立飲む

月涼し不壊の白滝どどと落つ

放ち飼して倭難の五六羽

水士北恵子舟十火洲枝子を雀風雨菟月

捌

淡墨の花の坂道賑はひて

︵郡和癌需瞬評計華銅十四日︶
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啓

菊

綏旭

執

老夫婦生涯田舎ぐらしにて
ひらひらと散るのもありぬ花ざかり
ふらここ軋む音の大きく
ナォ遠足の園児の列の伸びちぢみ

烏国一和笹双嶺三菊北と朱静十於蘆

限り果てなき神のいやちこ

付き廻しよき歌仙文音

戦なき国に老後を悠々と

浮名を捨てて仏門に入る

粋も亦無粋も人のつくる世に

花月紅花月紅花月紅花月紅花月紅花月

｜安城・秋紅文音速ｌその−１

紅月花紅月花紅月花紅月花紅月花紅月花紅

歌仙花菖蒲の巻
むらさきは暮れやすき色花菖蒲
梅雨にけむりし名苑の池
茶一服ゆとり心に点てもして
絵の具溶きたる皿の数々
月愛でつ肱かけ窓に人の党り

そよりともせぬ庭の楪

ふところに乳房ある憂さかこつらむ

年きん暮しで不自由のなき

数の子を噛めば黄金の音がする

身ぶるひをして露払ふ犬

月昇りつつある宵の静けさに

いかなる訳か兄の不機嫌

ナゥ父組みてくれたる稲架の丈低く

禁煙の誓ひ守るはむつかしく

五輪招致も肩すかし食ふ

時ならぬ嵐まともに戦ぐ花

急な流れを上り次ぐ鮎

︵昭和五十六年十一月十八日満尾︵文音︶︶
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手分けよろしく障子貼らるる
ゥ僧正の寿命重ねて爽やかに

こども好きにも程があるなり
よそ目には恋のてだてと見られもし
さりげなく来てそっとふれる掌
出港を知らせる銅鋸の鳴りひびき
しづまりかへる遠き鴫の灯
夜の底にウイスキー飲む冬の月
侮ってゐた風邪の長びく
持つ今へきはまこと親しき友なれや

家族ぐるみの年々の旅
大和路の花は見頃の七分咲
昔をしのぶ話のどけし
ナォ野に雲雀家に燕の巣ごもりて

浮一秋

遍路めぐりの思ひかずかず

美人ガイドに惜しき肌黒

源平の鎬削りし古戦場

理想像描きて励む共稼ぎ

いつも用意の即席ラーメン

落葉踏む音の淋しき戻り道

紅樹紅樹紅樹紅樹紅樹紅樹紅樹紅樹紅

安城・秋紅文音連ｉその二−

〃樹紅樹紅樹紅樹紅樹紅樹紅樹紅樹紅樹紅

歌仙古稀の巻
なす尋へきことのなりて酌む屠蘇

反骨は子のうけ継ぎし古稀の春
蕗の薑土をもたぐる日溜りに
漸く翅のそろふ初蝶
布衣の身の着流したのし朧月
一対一の団地自治会

句｡､

冷え症癖のまたも流産

占ひをたのむが馬鹿と知り乍ら

猫額ほどの土地求めたり

月光に露草の霧明らけし

錆びて落ちゆく球磨川の鮎

ちびりちびりと地酒たのしむ

ナゥ長旅も無事に終りし暮の秋

市民手帳に予定びっしり

宗匠も禰宜も加はる囲碁の会

据ゑし巨石にたてる陽炎

花に杖白寿の夢は夢ならず

︵昭和五十六年六月十五日満尾︵文音︶︶

− イ 竺 一

ゥ老いてなほ歌仙の連句怠らず

朝風ついて万歩行くなり
捨てられし死体をさがす船の数
出合ひ悲しき運命なるかな
賭け事の好きな亭主を離れ得ず
まん中に置く蚊取線香
山寺の篁の穂を洩るる月
心の通ふ一汁の味
家宝てふ塗りのよろしき膳の椀
年代を知る箱書の筆
郷士館出て公園の花に逢ふ
あつと云ふ間に消えし初虹
ナォ暮遅く童とうたふ童唄

芳秋

恵方 楽恵郎恭〃代石左郎石司厚楽恭厚司石郎恵

鎌倉・湘南吟社ｌその−１

恭代司厚石楽郎厚郎水左代恵恭石楽水子代郎司

世吉涼万餅の巻鴨志田智恵子居の新居を賀して瓢左捌
智恵子

瓢左

酸素ボン寺へをつめ替へる汗

スケッチブック未だ真白
大道にアクセサリー売る髭男
惚れし因果に浮気忍びて
ペァルック課長に仲を見破られ
掛時計鳴る民宿の昼
稽古事一週間のスケジュール
寺の住職幼稚園長
海底に元遥遺物探し当て

禁転載と印刷に在り・

戦時下の疎開の記憶草いきれ
命運賭けし半目の劫
月凍つる頃はヒーター音もなく

ナゥ﹁沈黙は金﹂の諺薄れゆき

米国人の招き猫賞づ
紫といふ色流行る時代にて
大数則でかたき商売
夢一杯入れシャボン玉ふくらませ
山の出鼻の波も雅びに
烏も来て歌詠む花の朝朗
春の光を迎ふ玻璃窓

︵郷和堯妹婦癖誌瑚謝錘和諦津興︶
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人和して涼万餅の新居哉
床の狭きに百合の一輪
洗ひ鯉あふる噴井に冷されて
臼に手頃な樺伐り置き
民芸の保存詩翁の舞の栄え
忘れし扇届けられたり
月よしと裏の栞戸ぶらり出て
探し当てたる岸釣りの場所
ゥ始球式市長も赤き野球帽

百円ライタ常に愛用
タブレット交換駅の長停車
轟寒雷につヌく猛雪
哀れさは恋のライバル左遷され
若かりし日の虚子は曲者
緋の色に甲斐で醸せし罷酒
残る暑さに言葉すぐなき
念願の写経果して月仰ぐ
受話器を取れば三味と虫の音
ダウ高をはやす株屋に冬近く
オタワサミット日本に生れ
花盛り野外セミナー始りて
石を祀れる社麗か
ナォ子供連れバケツに蛸叫を貰ひ来し

義 眠 笑 去 恭 千 実 静

百韻初御空の巻瓢左捌

噂尚々さる壁ＵＦＯ

飽きもせず塾の案内届けられ

新入生へ贈る学帽

勅願寺保存樹の花艶々と

ニォ武者絵凧余技の翁の尊ばれ

原因不明つヌく円高

二万年前の死火山烟吐いて

杣

司厚郎平楽子花花司郎平石左代代魚司厚郎

鎌倉・湘南吟社Ｉその二Ｉ

初譜途上

富士近う我に迫りぬ初御空
破魔矢の鈴を鳴らす浜風
奥書院のびし日脚に人ありて
小さき青磁の水さしのよさ
雅談長閑に渋茶入れ替ふ

まのあたり見る桑槍の変

江の電といふ名なっかし師を訪ね

釣の会にも派閥あるらし

卵巣は取られて最早戻らざる

嘘にかためし彼の履歴書

右に曲り左に曲り軒氷柱

阿鼻地獄めく伊太利の地震

宝くじもしやノーと買ひあさり

帰路又遠し立喰ひの蕎麦

赤い羽根つけ黒人微笑む

二砂シロ

月までも地質学科の対象に

ニゥ五線譜に紅葉の如く恋のもえ
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親雀藁くはへては戻りくる

貴賓見えたる月の空港

もの出芽に名札それ人〜立てなら尋へ

鶴を迎へて読書安らか

ゥ馬追のはたと鳴き止む猫来り

野分外れ当らぬ予報有がたく
鼻の低きを惜しむ美少女
待合はコインロッカー前とされ
遅刻の癖の未だ直らず
水虫のいらノーノーとむづ痒き
酔ふてみだらな汗臭き人
形代の流るふ川の月蒼く
幼き夢の今は消え果て

実義笑恭眠静紅紅千瓢

魚子楽代魚花左司郎厚楽子石司花魚代左

うなじ

髪流り項寄せ合ひ
潮来十二の橋菖蒲映え

蛍飛ぶ夕水鶏の近く啼き

嬉しさびしき還暦の宴

青嵐袖なぶられて心地よく

取り出だされし古きレコード

我儘を云ふ妻あるを幸ひと

移民の父を月に槁ふ

沸きノ︑しゴールドラッシュブラジルに

戻しく昇れる月に掌を合せ

地木綿の味忘れたる秋

糸瓜忌に虚子を罵る伊予の人

欠伸をすれば腹空いてくる

三ゥ故紙屋来て焼芋屋来て棹屋来て

土鈴集り近き正月

手造りの注連縄配る両隣

妹に解かす微分積分

魁けて試写好評と電話あり

局 伊

桂離宮は修理竣工
いのち

四神旗を奉持神輿の供につき

生命大切に父母を敬ふ

潮騒止みてあげる団月

門内に残れる像は金次郎

二尺玉てふ烟火鮮か

農薬のうすれか蝮送られて

水族に富む古里の川

野菊よし造化の色香其の儘に

かくし読みたる妻あての文

ナォ女同士百里の旅を日帰りに

のうぜん

垣根たわわに咲きし凌霄

酒故と一言潴顔綻ばせ

キス王もカワハギ王も空手とか

一 イ 0 −

故もなく夜長の原油値上げされ
霧の流れにうせし稜線
国連の論議の果て出花た坐へ

何処も似たり温む海水
三合宿の一団遍路追ひ越して

架せし土橋に招く神主
零を八つ数へて億を確かめむ
国債減に課税やむなし
序盤より苦しき選挙勝抜きて
兄貴と云はれ粋な物腰
落籍といふ語いつしか死語と化し
一本どっこ帯の流行

下町風情残る縁日

白蓮の間を緋鯉のそちこちに

平左石平楽司子司石郎左平代石平魚厚司代石平左子

郎左平司〃石司楽代石平楽郎左司司郎左郎楽左平代

ベストセラーを狙ふ名作
与野党の空論に貸す耳はなく
銀行預金目減りとまらず
福引の一等賞は腕白児
し

冷夏の崇り農家餅買ふ
先手先手と打ちまはす黒石

いＬ

耳瘻ひて机の上に電話据ゑ

何に驚く色烏の菫

月の夜に更に真白きギリシャ船
ナゥ暮景よりガイドの唇さはやかに

︵細諏輻掛毎年一月四日︶
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日光戻り共に歌舞伎へ

産地などとまれ新茶の香りよく
一実無限万象一元

白人の史跡名勝詳しくて
双肌脱いて香具師の客呼ぶ
大衆を花に集めし兼好忌
ホールインワン陽炎へる丘

司左楽平郎左平司石司郎左司楽郎平平

アガサクリスチー読みすぎらしき

新劇の役者が新派に顔を出し

ちゃくちやく進む軍備拡張

生れた家は木曾の山中

はみ出して策にねかさるお化茄子

篤生奈実章み薫実〃みさ実薫奈実み篤

松本・信州大学連句会Ｉその−１

実み奈〃実〃子み薫み奈実奈実〃み生
薫 よ 実

歌仙台風過の巻静生捌
急行止まらぬ駅の月の出

苗木売隠岐よりきたる台風過
明日穴に入る蛇の眼静かにて
荒い砥石で糸尻を磨る
合掌造の四階にゐる半夏生

ビニール本のモデルつかまる

肩先に恋しき人の名を彫りて

隣の猫をてなづける日々

ジェロリーといふ発音はゼリーのこと

冬待つ支度すでに終へたる

良夜なる紺屋の蕊に布ひたし

舞台稽古のたくさんの足

アゥ観音の堂を借りたる芋煮会

竜宮の夢うたかたとなり

港までオイルラインのただひとすぢ

花冷えといひてひねもす酔ひの中

春惜しみっシ砂山をゆく

ふ

︵繩和唾軒攝鉾祁湖唾詩準佃筆罐︶
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知らぬ同志のかはす挨拶
ゥ水たまりの大きくなりし野球場

楽器ケースのあまた置かるる
・プリンセス世紀のキッスうるはしく

夫婦喧嘩の止みし下町
県庁の心配ごとの相談所
雀の学校電線の上
夕月に外套着るを見られをり
失業保険もらって遊び
ピラミッドの中はからっぽなんにもなし
天眼鏡に指紋いくつか
落花の磑ふみて大山詣りけり
父の在所は厩出しのころ
ナォ白子干小さき鰺の子まじりをる

篤 久 き 静

き 剛 よ

冬ぬくしの巻静生捌

鳶八丈をはんてんに着て

毎日かかるモーニングコール

エリザやヘス︒テーラーもでぶでぶと肥え

成績表に赤丸がつき

むらさきのとばりの中に夢を見て

貴生和剛み人ま和人〃みま剛和人〃み

松本・信州大学連句会Ｉその二ｉ

なんによ

大根謄味熟るる頃

六三の男女の絵あり冬ぬくし

弟もはや声がはりする

せせらぎを跳び越えるとき息つめて
屋上に金網張られ昼の月

客はみな神様とても媚売らず

雪の来ぬ間の木綿縫ひつつ

ガッタンと引込線から貨車が出る

ニューリーダーは一線にをり

スポンジでみがき明るくなる月夜

目黒の秋刀魚食ひそこねたる

ナゥ菊人形の金太郎さんは熊に負け

橋のたもとを風曲り来る

スタイルを気にして朝のマラソンは

エレクトーンをならひはじめる

素粒子の世界花形花ざかり

雑木林に草の萌え出づ

︵辨和屋州猛奔計堤砺牽雪九日首尾︶
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道路工事に萩のこぽるる
ゥちびちびと盃砥める西鶴忌

大事な息子嫁にとられて
目覚めから出勤までにキス五回
電線雀鳩が追ひたて
江東区界隈流す紙芝居
米騒動のもとは主婦連
海水に時計をぬらし夏の月
赤痢のおばけコレラのおばけ
上座にはまことしやかな占ひ師
やはらかくだき私の仔牛
突然にことば涌き出て花の昼
卒業式の握手忘れず

人貴〃子貴み子剛〃み子剛み人子〃み生

仙

ナォ春の岬連合艦隊進みゆく

和 智 ま 岳 貴 き 静

歌

士

口

香展信由梢耳和香路子玲信梢耳和恒

東京・鈴連句会ｌそのＴ

よく似た孫がたかる年金

盆栽に鎖を巻いた不風流

魚河岸に着いたる長距離トラック

早野
大辰
逗巳
子屋
海

若葉の巻香歩捌

若葉して観音勢至立つ気はひ
処々に筒烏の声
山の辺の賎ヶ男に道間ひて

暁方の橋下流る破れ団扇

於

蚊に食はれたる二の腕のあと

陽の中に雀の声のならびたる

於

宏彦夫洗
展玲香路梢展恒和耳子い女歩子

置いたる斧のしっとりとする
雲の往来に葛嵐吹く

頬のほてりに身じろぎもせず

この席を借りて恋人求めます

尾

船台に月のかかれる岬町

口紅をひくはじめての恋

海の没日に拾ふ貝殻

遠く来て錠さしかねる木戸の月

秋の出水の知らせ受けとる

ナゥガスタンク居すわる町に鰯雲
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ゥ新涼の足に小さき庭草履

宮滝からは紙漉きの村

つれづねは男嫌ひの会計士

双眼鏡は首にぶらさげ

タクシーを降りて気がつく忘れもの

家

看板かはるヌード劇場

の

千
支 由

、ー〆

銭湯へ夜更けの露路を通り抜け

三二

麦桿真田たまる着ぶくれ

十九
月月

はろぱろと波濤光らす冬の月

日首

四千万の宝くじ出る

六六

あと押しの満員電車国誰り

年年

春風を呼ぶ浜の別邸

十日

樽酒のたっぷりとある花明り

十十

有髪まじる一列の尼

五五

石段を昇りつめれば花の上

名昭
残和

辰巳のかたは春の湖

梢

仙

ナォ女敵の墓も霞の中ならん

一一、

展恒和耳
信あ玲香路

歌

書初の巻香歩捌

東京・鈴連句会ｌその二１

天地玄黄爪は紅

振袖の書初とてや千字文

春の雲のいつ止みにける

白魚のひとつちよぽほど届きゐて

明日旅立の衣ととのふ

ぷつりと切れし竪琴の糸静生

夜烏を聞きたる顔を見合はせて時彦

ロッカーかつぐ急ぎ働き恒彦

天窓に荒星消ゆる掛衣裳路子
水泡を籠めて池の凍れる玲

アニメーション戦艦大和浮上せりと

菊の御紋を見たり見せたり耳

待つほどに夫婦御膳の運ばれる信

遠く近くに山寺の鐘史

耳たぶを月の光に遊ばせて梢

法師の語り虫の声添ふ香

ナゥ秋なすを煮るが上手の女なり恒
くだのひとつも巻いてみなされ展

道端に石けりて陽を沈めたり路

つみ上げられし蒲鉾の板玲

十人ばやしにキャンパスの春執筆

走りこむ軒に先客花の雨梢

嚥駕懸駁謹瞠墨
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小庭にもものの影ひく朧月
ゥ招かれて抹茶いただく手のしめり

魚河岸の兄いの口説く不器用
男役鳳蘭も妊りて
氷入れたる青いケットル
フィギュアーの曲に極りし太い肢
声の大きい佐藤なにがし
藍壺に夜更けの月の映りをり
姉さんかぶりの匂ふ秋雨
朝顔に水桶かかへ井戸の端
世間の噂思ひ当るも
西国の花の下ゆく網代笠
亀鳴く里はここらあたりか

梢 み 四
雅司夫香桂香展子美乃洗香女子郎吟宏歩

仙

ナォつんこ鰈でぴら鰈も皿の上

明 徒 和 信 恵 史 耳 玲 と 雄 桂 展 香

歌

大津・正風Ｉその−１

歌仙蝉の声の巻豊月捌

京をはるかに雨上がる弩

湖を真赤に染めっ日の没る

いさぶ

みつ子

香葉
初子

靖江
久枝

玲子

さかえ

かたくなも青菜に塩よ赤灯街

つね

塔高く蔓の光る名の夜月

辻を曲れば穂芒の土手

ナゥ鉱泉湯に夜業の疲れほぐし合い

明日の予定をメモに細々

電子計算黒とあらわる

吉野路の宿へ電話のしきりなり

豊

執筆

︵解和謹謁鐸辮六月十四日満尾︶

春立つ風に覚める万象

国体へ闘志おさＩ︑花の滋賀

祥子
静子
千余
千津
湖舟
青蛙

的を外れしポートライナー

筍の皮は獣の層に似て

赤信号に急き立てる足

道しるべ空の明りに探り読む

祭り太鼓の音に勢う邑

芭蕉翁

夜徹しに郷友会の打ち合せ

御簾あげ見る噴水の穂

一歌

豊月
浄雪
杜月
楳人

しづかさや岩にしみこむ蝉の声

月光に影絵くっきり松並木

誘われ一と日の旅に出でぬらん

雛のあたり鈴を振る虫

自愛の一句炎ゅる情熱

歌津子

桐壺
伯峰
照子
和子
久子

さとる

静影

ゥほの人︑と漆紅葉に染まる水面

かるき返事に胸のときめき
忘れまじ想い出夜の底えぐる
はかなく消えしうたかたの七彩
研修の旅はハワイへ空路にて
神秘の宇宙眼下絶景
淡々と雲より白き冬の月
木枯浴びて揺れる朽ち舟

一海

爽雲
華紅

沈む陽に土橋の影のゆらノーと
旧友と久々夜のドライブ

硯水

きさ女

文化財に枝垂桜の指定され
苑に飴蕩糸遊の綾
ナォ朝よりの凪を胡蝶の羽軽く
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山外
太風
淳子
花月
貞峰
湖舟

案内のガイドいとも優しく

高層ビル競うが如く首都の空

ナゥ駒下駄の儘で川原へ虫聴きに

颪にさっと露の草々

湖綺羅と名の夜の月の浮見堂

飛機蒼弩に早も一と筋

夜の帳り明けても覚めず隙間光

風にはら﹄︑尽きぬ病葉

いかづちに慌てふためく店仕舞

ほつノー灯る里の黄昏

舗装いまだ日差し遮ぎる土挨り

硯水
輝城
柏葉
渥子
若葉
香葉

石楠花は滋賀のシンボル真盛り

執筆

︑昭和五十六年十月十一日満尾︶
〆
於芭蕉会館

スポーツに励む麗かな朝

竺呈

歌津子

不動明王へかシる反り橋

つね

国体の旗へんぽんと県庁舎

一海

蒻翠の指輪永遠の契りに

水仙子

豊月
和子
雨峡
独去
伯峰
照子
久子
千余
静子
千津
白葉
峰村

交わす握手たくましき貌

芳子
京湖
義風

きさ女

芦水

芭蕉翁

秋深きの巻豊月捌

大津・正風ｌその二１

体力を練る風光る中

紺碧の湖をいろどる丘の花

小田の案山子は無頓着な貌

耳遠きは長寿の証と古くから

さっと羽ばたく番白鳥

玲瀧な鏡の湖に冬の月

はるかに仰ぐ大山の嶺

早発ちの新車出雲へ突っ走る

歩調はずませビアガーデンの階

写真入りのラブレターを懐に

育みスムーズ早も思春期

ゥ五つ子の名付けは首相に委せたり

ついてはなれぬ愛し鹿の子

ほっＩ︑と袷の裾に絡む草

確と据えたるカメラ三脚

高原の月おもむろに昇るらん

沼にひしめく紅葉の菱

秋深き隣は何をする人ぞ

仙

一″ォ晩鐘を春分の日の長等にて
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歌

｜大府・正風大府支部

あっと言う間に描けた似顔絵

駈け落ちをしてから早も十年過ぎ
働き者の嫁と評判

お手軽な料理の出来る縄暖簾

稲荷神社につヌく下町

流星花流星花流星花流星花流星花流星

夏来るの巻渓流捌

堰を越す水のかヌやき夏来る
朝風からむ青柳の糸
とびノ︑に耕地整理の杭打って
バスを仕立て坐温泉へ行く
此の里も今蕎麦の頃月の頃

夕立のあとに綺麗な虹が立ち

使い古した団扇四五本

喉元をすぎれば何も忘れ果て

田畑を売って消えた鍬朕砥

明月の方へ手綱を引き絞り

列を乱して雁のむら鳴き

ナゥ柿盗人は二人と知れる足の跡

どう諭しても聞き分けぬ齢

苦いのは良く利く薬のあかしにて

祝い酒でもほんの真似だけ

花万朶若木古木のへだてなく

山より海へ霞一刷毛

愈諏垂什誌︾畔地奔甲睡
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声も床しき庭の鈴虫
ゥ寝ころべば毛見の疲れのどっと出て

断るために電話重宝
危いことの好きな小娘

たわむれに言った言葉を何時までも

お国誰りの客で混み合い

伊賀路なら忍者屋敷が名所なり

誰ともわかぬ頭布目深く

松ケ枝を離れいよノー冴える月

鼠を捕らぬ猫の丸々

檀家なき寺の留守居を頼まれて
それとなく人の動きも花の時
日和つヌきに丘の麗か

錦渓一

仙

ナォ田楽の匂いに鼻をくすぐられ

花星流花星流花星流花星流花星流花星流花

歌

寄居・埣啄会一

猛

無腸

脇起歌仙初髪の巻三郎捌
新居構えし雪の門松

初髪や座に直るとき華げる

埒いつぱいに奔る黒馬

白雲を吐きっ些峯の春浅く
窓近く月の光に誘われて

充

三郎
光男
充壬
豊章
恒子

仕立おろしの裾がまつわる

茶事果て坐互に腰をた上き合い

っ出かけ草履で鯉に鉄をやる

成金の趣味にうなずく勧誘員

炬燵へだてシ白塗りの顔
あらち

氷魚つまむ三十路半ばの艶比丘尼

愛発の関に雨のそぼ降る

サイレン鳴らしパトカーの過ぐ

田畑をおいて都の人となり

流星の消え行く方に月傾ぶ
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音の途絶えて篭る秋繭
心のたけに言葉及ばず

ゥ秋桜をあるか無きかの風渡る

悌を育て星今日の日となりて
光

秋の灯をかきたてもせず

︵畔榊垂廿誌蓉畦朋二挺八叩津︶

日永終日浮子をながめる

廻廊の狭間に花の吹き入れて

さして気にせぬ物の値上り

日に五度のバス待つ人のそれぞれに

里の羅漢に薄き初霜

ともし

恒

ナゥ娘の嫁きて残る夫婦の冬支度

戸籍係ののびやかな顔
追いかけて昼の出前を言い直し

猛
一一一

堕呈

一一一

一一一

光

豊

正人

ハンドル錆し放置自転車

月赤く暑さを残す海の凪ぎ
高校球児に送る声援
省エネも不況もよそに寄附集め
大本山の高き石垣
宴たけて浮世の花の真盛り
狭し狭しと燕とび交う
ナォ入学の子と打ち連れてたどる道

光三豊三正恒猛恒光豊三光三正恒三豊

修女の額の花は微塵に

再現壁にあつまるへのへのの存

︵辨和渥謡華孵牡月二十七日首尾︶

妙昇

東京・一仔一

昇明

存風連句微塵の巻衆判
表蜥蜴ふりむく緑ほとんどこなみじん

帽子脱いだら街が飛び去る
未練なりき水引草の汗かいて
万華鏡からこぼれる団蘂
中城攻めの手だてすすまず十三夜
仔を喰った猫爪先で立つ

葡萄棚抜けて女の草書体
浮世の果はみな小町なり
ふるさとさがすつながりとんぼ

出まかせの口端の修羅のちりぬるを

猪鹿蝶に年貢若干

火吹竹吹いて旅篭の泪雨

井手の蛙の干物とりだす

一シ目で迫る雄花のかたちして

シルクロードへ輪舞の柳

時差呆けの月に厨の味噌醤油
裏娼婦かと酪駝の瘤が横にらみ

情況にこそ悩むぼけっと
暗闇のつらら自在に曲折す
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郎一

愛明斐郎妙明愛文一昇郎翁子子文

一和

祖妙愛斐

船柵・第六天連句会Ｉその一ｌ

恵彬黍

歌仙母子の手記の

巻黍穂捌

則糸風穂糸則穂風則糸風穂糸則穂風則

は

物食む姪の美しき頬

ハイキング野辺の家族の団蘂に

デトロイトでも日本車に乗る

髭剃ってスカートでする逃避行

ゼミの旅行の余興演目

今日からは紅を濃くして英語塾

ロイャルキッスに胸が一杯

ひやかされ笑はれるのが嬉しい日

千草の薫る白き窓枠

搬入のあと清々し画架の月

老父ののぞく鈴虫の壷

ナゥ法華経を木犀の香に写し了へ

丸く焼けないホットケーキも

ホワイトカラー性の悲しき

言はるるを先回りして予防線

三毛がキョトンと見る猫柳

若き日の思ひ出となる花疲れ

︵辨和幅研垂奔趣月九日首尾︶
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読むに苦しく週末となる

秋風に腰の緒よ泣け母子の手記
乱れ玉散る萩の白露
真蕉釣二日の月を右に見て
口笛の和す銀輪の列
遊歩道落葉彩る朝まだき
田舎の手造り切干届く
ゥ見て嗅いで輸入ワインは少し嘗め
星占ひに一喜一憂
敏感に恋する人の恋を知り
几帳のかげの長きため息
竹取も伊勢も平家も点のうち
球児辞退に同情の報
炎天に目玉をむいて鬼やんま
水鉄砲で狙ふ昼月
伯父の形見の銀匙の錆

遠き日の山河野山皆青く
あひ

屋根の間隣の枝に花の宴
つばめ素速く路地をすり抜け
ナォ風船のふくらみすぎて泣き笑ひ

糸

糸風穂糸則穂風則糸風穂糸則風穂則風穂

〆

あれこれやって三十五年

昼寝そのまま永眠となる

柳橋の巷に住める師のありて

近くて遠き金髪娘

独逸字の︒ヘージに這はす天道虫

一夜明ければ常の日となり

道ならぬ恋は媚薬のトリスタン

雨機穂雨木穗木ノノ穂法機木雨穂雨風木

船橋・第六天連句会−︲その二ｌ

〃風穂木風法雨機法木穂風雨穂法風木雨機

歌仙事繁くの巻忘機捌
事繁くただ煙草喫む師走かな
高層ビルに木枯の笛
剥製の膳の眼光る寒き間に
天井柾を主ジ自慢で

湯上りをおぼろに上る松の月
は

熱い紅茶に手焼きクッキー

寒稽古高校最後の汗かきて

通草の種を義歯に見出し

月の窓目つむるコアラのぬひぐるみ

アゥ数珠玉の色がはりして地価高し

深夜電話の切れて虫の音

パラノイア相手と知らず泥沼に

正義一宇の抜けて呆けに

七代を誇るお婆が花の門

真菰芽生ゆる池の小波

︵解和幅研麩軒謝二月十三日首尾︶
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下駄の音もよき蛙鳴く道
ゥ川風に黒髪美しく春の宵

名取りの披露鴬を踊りて
一筋の書生気質は眼の色に

いくつになっても寮の先輩
向日葵畑はゴッホのゆかり

気球にて自然の驚異まざまざと

始業のベルに駆ける制服

鎧戸を下して暑きニースの夜
窓ぎはのトットの本のよく売れて
口が速くて頭も回る

飲めぬ酒花婿月に嚥さるる
狸の民話古寺の秋
ナォ風吹けば盗人萩の露乱れ

黍和彬参聴忘

紫

面飽吹きでし顔のものうき

十人並となかうどの口

モスリンの鏡ねむらす鏡掛

去ぬる去なさぬ居続けの朝

角巻に包む柔肌熱い息

筆男明舟之郎男明舟之郎男明舟之郎男

尼崎・丹想ｌその−１

明舟之郎男明舟之郎男明之男明之男明之男

歌仙年忘れの巻
年忘れ酔余の歌に幼な顔
うましうましとつつく闇汁
起きぬけに波打際を犬つれて
もと男爵の夫人お出まし
蜻蛉つりして帰るわらん今ヘ

ひっきりなしの電話くるしき

こそ泥を貰ひに女房まかり出で

逆噴射とは言語道断

一斉に烏翔び立ちて四散せる

白峰下る僧に秋風

月も更け何のこだまかおそろしく

ナゥ露けさの島は真珠の灯をつらね

こころせはしき付けの催促

かっとする質か身銭をたたきつけ

江戸の敵を長崎で討つ

花明り飛入りもある野外劇

鳴いて主呼ぶげんげ田の牛

執

︵恥諏垂拝缶痒斗に粗調申緬尾︶
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明星と光を競ふ五日月

酒屋へ二キロ駅へ三キロ

ゥバイク駆る髭の校長爽かに

腹にすぐすぐ愛の結晶

駈落の人目を忍ぶ住居とて
本を読む一人静のやうなひと
飢にもまさる恋のせつなさ
ジョニクロのグラスに浮ぶ夏の月
セロリにキャビヤたっぷりとのせ
窓を開け華やぐ声の異人館
心字の池に赤鳥居立つ

花時に来いよと地図も書き添へて
はるかに間ゅ東風の鳶笛
ナォ裏山に登れば蟇の交みをり

紅 四 正 狗 筑

灯ともし頃はわけて切なき

寄り添へぱ刺草湿める湯のけむり

予約の席はいづ方ならむ

蛍火の闇の中からおばんです

吉里吉里国はかの山の奥

啼きかはす猿の一卜群雪催

筆五之五之五四徳き之五四徳き之五四

尼崎・丹想ｌその二１

徳き之五四徳き之五四徳き之五郎郎え之五
み

歌仙つれなさの巻
つれなさの土用二の丑茗荷汁

木の香なつかし冷で一蓋
人形師開眼の筆息とめて

岸辺を打てる上汐の音
四シ手綱ほまちの月を滴らし

炭焼小屋の跡形もなし

墜落のジャンボ旅客機引き揚げて
水も滴る変身の蛇

月蒼し高層ビルの壁面に

目くされ市の人出ひびかふ

ナゥ秋暑き東上線に乗りかへて

今日を限りの当地興行

四つ角で考へてゐるつむじ風

極手なければ親と名告れず

錐飼ふ家で道を尋ねる

鐘の鳴る丘いま花も真盛り

執

︵蠅諏垂廿誌︾斗岸粗一叶紳露︶
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お乳母の里も雁渡る頃
ゥ薬掘り律義者にて子沢山
ぺに

菜摘の添水重たげに鳴る
保母の身の口紅ひくことが哀しくて
逢瀬みじかき毎クリーム
空港にハンカチを振るソニャかな
酔へぱ地金のあらはれ易く
葵の上謡ひつっ来る冬の月
枯蟷螂は首をかしげて
某農協御一行様到着す
記念写真で荒らす若芝
やはやはと落花ふむなり孕鹿
巻きて細身の傘杖を曳き
ナォ老文豪通ふロック座フランス座

四徳き狗将

東京・東京義仲寺連句会Ｉその−１

隆

天魚

胡蝶吹越の巻天魚捌
吹越を眼に機の鷲果てむとす
凍滝しろく暮るる山あひ
出稼ぎの父の便りを待ちわびて

桂六
瑞枝

たた

西瓜の歯型月を湛へて

ナゴリ

モスク内陣青は無限に

空罐ひとつ路傍につぶれ九月終る

佳

隆お枝佳お六

鼈甲飴に電球が透く

隆

わか

風船の糸指にからまり

びびと鳴るトランスの下鱈を裂く

花の雨地中の男仰向くや
寒蘇る千年の空

︵辨和琶骨歸年一月二十五日首尾︶
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水中花むかしの月の天心に
足洗ふ水張りて水打つ

ナカひとなぎに山打ち崩す手力雄

抱かれて長い貨車が過ぎゆき
駆けぬくる光若鮎のけぞれり
危き崖に梨の花咲く
大凧をおろして受くるコップ酒

そる

ひそかに祀る自堕落の神
寒鴉人形の首唖へきて
赤絵の皿は売りがたく候
虚根実根判別の式

トリートップの朝焼いつも夢に見る
秋冷の皮のズボンを逆吊りに

隆六お鮎枝おか魚お佳
と千
鮎し

東京・東京義仲寺連句会ｌそのニー

どうだん
歌仙満
天星の巻隆捌

うだんかす
晩祷やど地
に満天星の花幽か隆かさこそかさとうたふ骨壷紀
かつて樹たりし記憶透く春としお莨嗅ぎつつ使徒狩り終へぬ皇帝は春
靴礎に水平線をひきよせて真紀赤き群盗虹の根を過ぐ史

あてぴと

さうめん

紀

貴人ひとり住む新開地夏夫拭へども汗は目に沁む遠眼鏡隆
ざらざらと月光首に巻く立夏春眠子摩天楼にて旅信したため夏
水鳴る黙の流し素麺淳嗣勝手知る留守をたづねん黒き猫淳
ゥ液晶の青より蒼に変るとき定史木の葉髪なり火を抱き立つお

あかり窓より管の降る〃朝の東て千の切尖地に生ひぬ

きいぎぬは風花となる雪をんな紀波止場の坂をあやかしの列史

八千年待ちて神迎へせむ淳白桃のひとつは月に艫割れてお

なゐ

きそ

地震ふれば万巻の書もおそるしや紀瞼の裏の芒かるかや隆
秋鋳ぴにける釣鐘の舌隆ナゥ廃屋を焼く誰が昨日を焼く匂ひお
菊売って市の妹几であぶら売る淳頬髭かゆき妻が長唄史

月を操みあふ産卵の鮭紀東京は車馬多くして落ちつけず夏

づつ

インコ

︵細和毒得尋年四月十八日首尾︶

親と子の修羅場を出でて吹かれをり夏海苔好き鶴寄菫喰ふ犬春
焙烙で焼く塩ひとつかみ春酒・清水・山葵・芥子菜・初桜淳
バルトークの弦軋みつつ花の冷え隆花背峠はかげるふのさきお

春の兎の穴に夕星春

テォたんぽぽの酒を明るき窓に据ゑ！︲︲！お
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カチューシャ可愛やショールの白さ

大正も亦遙かなりけり

シェーカーの音冴え夜は更けてゆき

フレンチカンカン夏の夜の夢

桃割れの髪のほつれにほだされて

徒馬守利守啓樺守啓馬檸徒守馬徒利馬

東京・東京義仲寺連句会ｌその三１

啓徒檸守馬樺啓守馬利樺啓男世司子晴人仏

山耳

脇起歌仙敗戦忌の巻馬山人捌
感覚の風化うとまし敗戦忌
かか

茄子も胡瓜もハウス物なり
かこ

千石の廻船沖に繋りゐて
古酒を賜ひて水手らよろこぶ
月の出を待ちて除幕の頌徳碑

そろそろ西へ逃げる太陽

湧き水にワイン冷やして持ち廻し

浄海も老いては経の手が乱れ

孫は藻屑の海とたはむれ

世の中は塞翁が馬秋の月

季節はづれの夕顔の露

ナゥ花野ゆくすぢりもぢりの道たえて

安寿を探がす厨子王の墓

水底はほのかに見ゆる杭のあり

沈鐘の音の響むなしき

耳大き翁の声の花にゆれ

摩天楼ある春のたそがれ

︑昭和五十六年七月十二日首尾一

一牛耳忌於関口芭蕉庵一
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虫の音すだく築山のかげ
共に子連れの町の夕ぐれ

ゥ遂げざりし恋の形見の吾亦紅

竹を透してのぞく小芝居

碧き眼の怪物めける男にて

ト書に詰り一服とせん

大たぷさ血塗りの太刀を振かざし

鮫鰊鍋の煮つまりしまま

冬の月伊根の舟家を照しける

﹁虚空遍歴﹂みちのくの旅

伊勢源に三味線持ちてことはられ
花のころ花あるままに出歩きて
屋敷神守る陽炎の家
アォ春嵐かもめは浪に乱れ飛び

守啓徒利樺馬牛

東京・東京義仲寺連句会ｌその四１

真紀

渚

弥一郎

公羽

脇起ソネットコギトの巻弥一郎捌
海くれて鴨の声ほのかに白し
こがらし来たる同志スターリン
うお

近頃は大脳皮質にアイロンかけ

あめ

地軸かたむき枝へ飛ぶ魚

め

︵辨和艫研奉粋謝月十一日首尾︶
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カラカラと矢車のうへ天の下
一角獣の眸の青葡萄

キミの声焦げて走るよ電話線
ほがらかな神答打ちにくる

つきあかね

鰯雲湧いてもそれは掴めずに
想い出小路月茜心中
抱きあって三面六臂が暖ってる
商売敵ランボーと行く

蝶のルフラン蜂の休止符

廃駅のタブレット受け花コギト

紀渚紀樹
樹之渚
紀樹之

愉
博

徴税令書ひと違ひとは

すじ

宝石をこれ見よがしにアラブ人

シルクロードの道は一条

新世紀人口六十三億に

しっぽりぬれし雪の合傘
きいぎぬ

良水郎〃司郎代郎水司代平司平良代郎

東京・都心連句会

水平代平水代平司良郎平良司郎子代司平水

歌仙梅凛々しの巻朴水捌
双樹庵凛々しき梅の一枝活け
句座なごやかに手焙の寂び
燈台の大きなレンズ磨かれて
羽音もたてず舞ひおりし鳶
酔ふほどに皆朗々と月の唄

後朝に眩しく雨戸寒く開け

脱サラしたる禰宜の色白
評もせず歌仙三昧

いさかひ

空港に隣りて地価の安きこと

遠近もなく虫の合奏

月の座に小さき山柿よくさばけ

磁気嵐知り振り止まぬ針

ナゥ批孔より批毛おどろく露の秋

芝と芝浦今は別々

退院の日に千羽鶴折り上げて

燕飛び交ふ市営グランド

くぐりたる花のトンネル明るしや

︵繩和葎詩誌燕篝麺耕唾日首尾︶
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米寿を過ぎし蝋胡麻干す
ゥ秋風にクラブを立て芝をよみ

天気予報も確率のとき
デートする相手は未だ高校生
いとこ同志は鴨の味とや
青焼の抄本の文字読み悪くし
熔接火花散りし竜骨
そぴら

リュックに結ぶ絹のハンカチ

残月を背に拝む御来迎

行政簡素遅々と進まず

公判へ﹁ヨッシャ﹂とボスはポーズとり
八重よりも一重を好み花の旅
薬王院へ遍路あしなヘ
ナォ耕転機故障し馬をかり出して

実良千静杣才I

戦線の日々偲び乾盃

塩なめの地蔵の風化鼻を欠き
児玉求刑七億の罰

工事場の昼餉新妻のろけつ当

炬燵重宝老の構曳

日本橋冴えてチャルメラ近付きぬ

左則代楽平〃義楽代司左子平司義代平

東京・都心連句会Ｉその二１

義平楽代則左司則義代左司楽子平代司左子

の巻則子捌
笑義杣千静瓢則

歌仙古
父の好みは蕗のなめ味噌

我と齢同じうしたり古雛

口笛軽く画架立つるなり

曳船のロープの張りもうらふかに
ぼそ

風透けて見ゆきちノーの翅

後一手なる劫を見落し

外人買の去りし株安

宿命を唱へし荘子後世に生き

雁の渡りに気付く者なく

月やよし酔心地よし歌筵

福祉政治を洋の東西

ナゥや坐寒の三里に灸を据ゑさせて

ケニヤの旅に心ときめき

大太鼓どんどろ響く川の面

霞沽ふ大仏の袖

うるほ

ひとシきを花片の舞見つめ佇つ

ツ

ヘ昭和五十六年三月十三日首尾︶
〆
於東日本橋松餅楼
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ひとり居の月の繊さをひとしほと

家賃値上げに家主来るらし

ゥとっときの棚に残れる大南瓜

小・中・高と共学の仲

媒酌の数はそるＩＩ百近く

登りつめれば海見ゆる丘

楽書きの相合傘の消えがてに

新しけれどステテコの雛

月涼し露店守りて毛蟹売り
隣家へ麻雀誘ふ声かけて
抱き上ぐ犬の頬に口付け
花日和鎮守の杜に人あふれ
篤農として春の表彰
ナォ白魚の眼の点々として赤絵皿

雛

方位に凝って首の回らず

もろもろの予定はすべてメモにあり

神與昇ぎの汗の鉢巻

氷屋の旗に氷の文字太く

荷風の恋の如き達引

島田でもつぶしが腕の見せどころ

玄良藻〃郎吟玄良藻〃子藻恭男郎吟郎

雛の巻玄
藻郎玄藻吟郎吟恭男恭吟恭男吟恭男吟子

洲 玄

捌

東京・都心連句会ｌその三１

は

理路のあえかに揺るる雛かな
玻璃の瓶美し紅白の桃
汐干舟沖へ沖へと砂擦って
隣りの客は知らぬ顔なり
月見るに邪魔なる尾根の一つ松

レモン一片悪酔ひのあと

真上向きなる冬の弦月

佗助に坂の険しき石畳

気にせぬと十三日の金曜日

ドンには軽き罰金の刑

日独おなじ綾取りの法

アゥ猿山は泰平に見えさりながら

掩ふものなき春の麗日

主の曰くわが道広く理義深し

蝶の息づく水の陽炎

和種叶巻癖痒蝿掛三日首尾︶

みちのくへ花前線の上りつつ

︵

−96−

虫を育つる手作りの籠
ゥ霧巻いて峡の湯の宿静もれる

仲居づとめは十年と云ふ
恋もせず薬も飲まず器量よし
嘘がまことになりてデートへ

地下鉄のエスカレーター混みに混み
中国孤児のアップ撮して
月かげの下を先立つ己が影
色なき風の西に東に
小鳥来る庭を豊かに詩仙堂
抹茶に添へし菓子の淡味も
花守は時報の鐘も誤らず
末黒の堤歌にする人

良

仙

ナォ山の奥海の果まで霞むらん

杜 実 八 香 恭

歌

スペイスシャトル剥げしお化粧

広前に二拍一礼する習ひ．

赤き蹴出しの目立つ浮世絵

口うつしされし梅酒にいたく酔ふ

銀行ギャング盗難車もて

後絶たぬ蛮風尚もアメリカに

と

猫平玄司郎司玄水玄郎水平郎水玄水猫

京・都心連句会Ｉその四Ｉ

郎玄猫平水郎〃水郎〃平玄平水水郎平子

歌仙ねむきオルゴルの巻黒猫子捌
垣結ふ人の昼餉すむ頃

春ねむしオルゴル何時も同じ曲
風光るゴルフ案内のつぎつぎに
真澄の月に量かかり来る
気合発止と武を励む秋

三十代で四十肩とは

定家忌に欠けし日記の現れて
衣被など月の宴に

雁金の尚その上の飛行雲

露にまみれて閉づる桔梗

ナゥ宰相の支持率いまだ横這に

ニュートリノにも質量発見

天狗癒らぬ田舎宗匠

色どりも派手な錠剤掌に盛りて
いぐさがみ

人工富士山卿りのなか

軍神花と崇めしことありき

静

︵岬和耀計毒雪和割婦三日首尾一
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子ら渡る漸寒の橋裾からげ

梁山伯は中国のこと

ゥ筆太の扁額の煤今日払ふ

これ幸ひと後朝の雨

御休息お二人様でおいくらと

一枚噛んで教授失格

割箸は我が日の本の大発明

鰄船の戻り待たるる

北国の高窓覗く月冴えて

兎の小舎に棲むと椰楡され

何につけビニール袋重宝な
碁盤乗り象の背中に花散りて
かげろふ中にホース放水
ナォ春嵐具志堅破れウルフ敗け

朴実杣黒
玄 猫

東

山の水引く背戸の水槽

ワイエスは扉一枚のみ描きて

知らない人の寄る喫茶店

寒鮒の黒き鰭は狙はるる

雪に轍のワルシャワの街

〃き荘〃き荘き渚〃荘き荘き渚き荘ぬ

横浜・戸塚連句会ｌその−１

城利荘
城利荘城利荘城利荘城利荘城利荘川子一

歌仙干鰈の巻荘一捌
干鰈鈴鳴るやうな寒気かな
師の手かぱふ遠き夕映
銀行振込みありたる電話

大の字に寝て晴々と妻叱る
間にあひし長距離バスの窓の月

停年のあとも勤める道選ぶ

いつも気にするネクタイの色

外濠の鯉に鉄を投げデートする

号外売りのまじるジョギング

嘘吐きが眉描くやうな繊い月

行けども行けどもただの芒野

ナゥ国道に置かれし菊は事故のあと

卒寿を過ぎてしかも母親

大松の梢に来る鷺真白なり

三つに畳む携帯の傘

姥すてる民話の里の花の土手

受験の苦労彼岸までなり

き

︵繩和涯汁元祥老〆月二十四日首尾︶
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銀杏落葉を踏める弾力
ゥ本物の椎茸もある砂糖菓子

弥勒菩薩に願ひたる恋
最後の行に金を送れと

それきりの女の便り重き封

古書売る店の土間の匂へり

山背吹く峠を越えて母の里

言間団子食ふ涼み舟

夏場所の櫓太鼓の上の月

ぎんぎらぎんの日は遠きかな

案内の合間に歌もうたふ旅
迷ひ子の泣く手にとまる花吹雪
重き荷物に春を惜しめり
ナォ筍を貰ひにゆけば掘ってある

渚

横浜・戸塚連句会ｌその二１

咳をしてゐる隣室のひと

灯を消して水仙強く匂ひ出す

一獲千金誰も見る夢

束の間の留学妻子携へて

礁をせめる秋の満潮

鴎飛び越の夕月断崖に

蚊遣を往きてすヌむ気易さ

島に寝るオロロン烏に夏の月

えとろふは元日本領士

敵も味方も持たぬ定年

良心を百円で買ふ遺児の箱

鏡の中の吾に驚く

きぬ

鋺豆まめの薄き塩味

黒人霊歌テレビ画面に羽蟻くる

また運賃を上げる国鉄

林檎剥く母も祖国も捨てむとす

雪散る髪を掻き上げてやる

単純に本音言へざる席の顔
↑壮一

パン一斤に並ぶ行列

満月に雲の行き交ふ壁新聞

ナゥ浮桟橋ピットナンバー三桁の秋

オンモン文字は口のすさまじ
き

︵辨和盃婦匙奔走明七日首尾︶

土産の若布みどり濃くして

花びらの上衣を脱ぎぬ玄関に

鎌倉の母なほ若くして

昔の旅昔の歌よ二度童子

わらし

赤い靴履いた女の子ゐて

徳治
昏巨国

露

悦

一邑

義

一目田

悦

露

美津江

露

悦子
露女
義子

富士枝

を消しての巻荘一捌

赤飯のよく炊けし湯気わつと立ち

どんどろどんと太鼓打つ音

尽すだけ尽せて死ねば素敵です

天上天下いま二人なり

ゥ風炉名残り仁清の碗をたなごころ

灯

子が無くて塵ひとつなきたたずまひ
花吹雪象の横腹抜けゅけり
向ふ三軒へ木の芽田楽

き
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仙

ナォ冴返る夜は考へること多し

徳荘義悦富美き徳當き悦義美露荘義悦

歌

松山・南海放送連句教室ｌその一Ｉ

青春をかけし奉仕の旅続く

インドネシアの子等に幸あれ

かな子

真昼の憩ひふるさとの夢

三面鏡はとざされしまＬ

古女房愛の語りも所帯じみ

ひと日抱きし君の移り香

法被着てョチョチ歩き鈴も鳴り

林間学舎しじまの中に

甲冑にこもりゐし蚊のあばれ声

ユキヱ

黙泉

みちをしへの巻黙泉捌

吾がめざす浄土はいづこみちをしへ

緑蔭たのし杖の坂路
籠を編む竹しなやかに踊らせて
白き飼猫縁にくヌまり
波きら坐水平線に月円か

美路子

照子
次郎

しげる

僑士
仁美
笑子

河口賑はし黙釣りの群

一望の稲田皎々月移る

裳返して舞を奉納

ナゥ鳴る太鼓紅葉散り込む山社

巨人独走興味半減

騎馬でゆくドン・キホーテの空広し

新入社員頬をほてらし

宮城の堀を囲みて花朧

︵恥諏垂粁一必蓉巫朋一一粁吐申鑑︶
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うしろ花野を風渡る音
ゥ背戸開けば早匂ひくる茸売り
ほろ酔ひ気嫌ひざを枕に

時移り破れし恋もなつかしく
紫式部こ鼻に篭りし
蝕める絵巻の紅のまざまざと

か

泉

郎

昭小

ユ

京人形の揺れるかんざし
月光に凍りつきたる付け鹿毛
首ちぢめ行く吹雪の最中
お六部さん友の快癒を祈りつ出

士

路

民謡に合はす手拍子花莚

仁

執る筆軽げ里への文か
烏巣をつくる庭の古樫

笑

路郎照1人泉し笑仁士子郎照ユ人泉し

仙

ナォスカンポは日増し濃くなる鍔朱色

美 左
智

歌

杜詩を吟じつ部屋の片隅

羽むしり機織る鶴に夕明り

重なる事故で旅はこはごは

峰の杉ゆらぎて今日も雪嵐

囲炉裏をかこむ頬をほてらせ

クラス会声も話も若がへり

握る手固し恋の道行き

三角の漣れを解ぐす術もなく

ホームメードのクッキー様々

くるノーと回転ドア月今宵

紅葉狩りするそぞろノーと

ナゥ雁も訪ふ戸隠の里蕎麦どころ

テレビ体操夫婦でイチニ

頭上より間延び御詠歌ひⅨきくる

紙人形の胸ふくらまず

枝垂れ花理略さ揺る風幽か

陽の燗漫に放つ風船

︵瞬緬垂拝珪舜一一一塑一什郵甲壗︶

照 笑 紀

佳士ゆみ杖子仙人美郎子子路佳士ゆみ

松山・南海放送連句教室ｌその二１

美佳僑ゆみ御泰仁左次し黙
路 南 ち げ

杖仙美人郎し泉子呼士き子杖仙美人郎る泉

福寿草の巻黙泉捌

海原長閑ゆるむ船あし〃

撞く鐘の響きに花の散りいそぎ

フィナーレ飾る晴の舞台へ

あばら家も客迎へとて障子貼る

秋草見惚れ刈りしぶるらん

水軍の神の宮居を守る月

はずみて渡る大三島橋

湯上りの肌へ浴衣の藍に染み

葵の苑に滋雨のゆたけく

枝折戸ゆ源氏の君は呼び給ふ

琴爪置きて偲ぶ文字跡

ゥ振り袖の触れ合ひながら楽しげに

盛り場近きどよめき間こゆ

窓の月鏡に映る春の色

霞た頁よふ陶の古里

若布刈る手もとに潮のさ坐やきて

親子揃ひて屠蘇の座にあり

以和為貴福寿草

仙

ナォ何処やらにローヒー匂ひ風光る
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歌

一

雪明りの巻

裸身ゆるりとゆれる湯の中

空港ロビーの光もつれっ

そよ風も硫黄の匂いはこびきて

山の錦を衣に彩り

父祖の土地死守せんとせし老婆逝く

爾鈴遊鈴爾遊鈴爾遊鈴爾遊鈴爾遊鈴爾

神戸・白燕連句会ｌその一

炭でもてなす遠来の客

襖絵の鴨鳴きにけり雪明り

星座神話の洋を問わざる

肩書に似合はず幼な目元にて

あばたのほどをほめる仏手柑

新月の裏側写すルナ３号

カムイの湖に夕霧の立ち

月代のいずこより笛響きくる

左利きなる印刀の彫さやか

独り酌む今へし白珠の酒

草枕非人情なる旅といい

万葉仮名でつづる相聞

ゥ黒髪を束ねる腕のほのかにて

地にふれて咲く夕顔の闇

たずね来し地番は路地でとぎれたり

十三重の塔は般若寺

花ふぶき紫衣の袖にもふりかかる

小川の上を渡る春風

︵昭和五十六年十一月満尾︶
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ゥ山門を開きしままの露葎

放蕩過ぎて膳落したり
申しわけばかりの水着喰い込みて
花火ある夜の宵のから打ち
いつもより二畝早き畑仕舞
凪ぎたる島に骨を埋めん
俊寛の片頬照らす月寒く
狐なく夜は人の恋しき
本性をいつわりいつか身寵りぬ
流れに沿うて下る細道
逆光の夕陽に映える花の梢
ややはみ出せる籠の摘草

遊鈴爾遊鈴爾遊鈴爾遊鈴爾遊鈴爾遊子爾遊

仙

ナォ行く春のユトリロ展は明日かぎり

鈴信千

歌

横も後ろもカレーかき込む

まだ暖房を入れぬ国鉄

又しても海外通貨変動説

鳶がひょろろと画く真円

奥能登の防風林は傾ける

〃爾し遊し爾し雨〃遊し遊寿遊し寿遊

｜神戸・白燕連句会ｌその二１

寿し寿遊鈴遊〃寿し子遊し青遊子青し遊石
ろ

歌仙土用波の巻間石捌
土用波崩るるが見え静かなり
余熱残れる千里砂浜
捜しいし鶏小屋に戻りいて
毒消売の女立ち寄る
月光に織れば手機の影動き

土の底から春のおとづれ

仮綴のリルケ詩集を顔に伏せ

母子二人の雛飾るなり

蕨煮て遠き隣へ声かける

覗けば何時も居らぬ派出所

信号の黄のまま更ける朧月

千烏啼けるは帰るなるくし

ナゥ催促の女の手紙そのままに

一筆に書く龍の出来栄え

雛深く刻みて僧のすがすがし

花の峰人なき道を登りきて

遠く霞める淀の川筋

信

︵昭和五十四年五月満尾︶
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土塀古りたる白萩の露
ぅ秋深き魚の図鑑ひもとかん

従軍の傷人に語らず
小綬鶏の尾根と谷とで鳴き交し
手をとり合って渡る春の瀬
伎芸天胸ふくよかに陽炎うて
板戸の裏にひそむ黒猫
庖丁をのれんを守る意地で砥ぐ
墓を埋めて茂る夏草
流れくるじょんがら節に月暑く
旅の果にて貝細工買う
忘る︑へき面影を打つ花吹雪

拭けども曇る玻璃の春風
ナォ種案山子ビルの狭間で肩張って

寿 鈴 禾 ひ 千 間

神戸・白燕連句会Ｉその三Ｉ

月力〃月力月力巽〃力巽月〃巽力月石
力巽

歌仙藤の奥の巻間石捌
三歳のわが寝息かも藤の奥
風わたりくる水辺麗か
脱ぎ捨てし脚絆に蝶の影さして
郷の証がふいと顔出す

巽

鋭太郎

風の便りに差無きを知る

酒一荷提げて開店祝とす

巽

郎

不可止

白木の棚に招き猫置く

素語りの道行きの段ききほれて

舳のかたに月更けにけり

止月郎止月止月 郎止郎〃月

月の出にしばし間のある舞台裏

ただ一羽後れて渡る雁の影

次第に色を得たる鶏頭

掃いている僧のうしろに落葉して

朽ち残りたる草庵の軒

なかなかに手打とならぬ村普請

童をまいて逃げまわる豚

ナゥ冬うらら昼餉のパンを持てあまし

施療半ばに老いらくの恋

ほんのりと雑木林のうす明り

ぬるみそめたるせせらぎの水

花の頃埴生の宿に人招ばん

焼き上りたる木の芽田楽

︵昭和五十三年十二月満尾︶
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鬼灯転ぶ裸灯の隈
ゥやや寒の木戸押す人の気配して

等高線にくれる畦道
軽やかにサイクリングの列過ぎる
ほのかに頬の染まる年頃
わけもなく水面に石を飛ばしおり
虹もゆらぎて水輪ひろがる
遙かなる祭難子の弾みきて
山菜ばかり並ぶ食膳
葛橋渡るに金を払わされ
朧月夜に積売られる
みちのくの今年は遅き花だより
妻の河原に烏交みいて
ナォ漂泊の身を墨染の衣に托し

方 間

戸・八戸俳譜倶楽部Ｉその−１

水鶏聞けの巻

水鶏間け蝉間け旅はよいものよ
浴衣の裾を払ふ涼風
国々の風土ぱなしに寛ぎて
槍一筋の家系なりけり

バーのホステスロ笛を吹く

九十九

徳三郎

しゆら

不意をつかる出番犬の声

白吟女

白晶女

影ふたつひとつとなりて川の音

盗まれた物の数々調︑へられ

白英女

白孝女

佑美

ふさ緒

ましら

しの武

夏泉
泊陽

拘置所を出て畦の細道

折からの族りを払ふ俄雨

灯りがつきてかかる月の輪

産土の伝へてきたる亀子焼

芒片手に背なの嬰子

森閑と無月の寮の更けかかり

星が流るふ故郷の山

麦青

ナゥ啄木の一撲謀りし跡訪ね

白く濁れる北上の川

風信子

白兆

葉

渡し舟客待ち顔に肪ひゐて

柳の新芽風に揺れをり

まほろぱのみちのくは今花感り

かぎろふなかを遊行の人

︵昭和五十六年四月三日首尾︶
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気に入らぬ雲も風情と月の出を
柴折戸ひけば露のこぽる坐
ゥ兎に角に思ったよりは稲の出来
婚の支度も娘の意志のま坐

旅先で会ったが最後痴話のもと
一人ネオンの明滅を見る

禅寺の今は悩みも消えはて坐

山門高く冴ゆる寒月
更けてより訪ねくる人雪浴びて
語り明かして鶏鳴くを聞く
収賄の事実がばれて雲がくれ
老いても寧し母の膝許
みよし野の花にひと日の杖ひきて

葉 静 つ け 代

仙

陽炎もゅる本丸の跡

雲子女子声女を子邑剣好子月美曠仙天北李

歌
ナォ蝶々に鍬を休めて腰を伸ばす！

吐聖白和水白たた白左白倶松喜憲蛮古古畔

'
八

八戸・八戸俳譜倶楽部ｌその二ｌ

つぶやくこころひとつ澄みけり

息熱く玻璃に向へぱ玻璃くもる
おふくろのこと云ひ出しもせず
漁火や旅の文書く島の春
行けども行けども一筋の水尾
冬の月閉ざす窓辺によく冴えて
指もてしるす誰が人の名
泰然と時を急がぬ大時計
今札幌は百万の都市
花までの日を指折りて投函す
暮るふにまかせ春深き庭

一塁口一

白静女

吐雲

白晶女

憲曠

野の香

凡石
夢情
白舟
幸治
倶子

徳三郎

ましら

ふさ緒

畔李
白兆
古天
静香
和子

の汗の巻

山

ゥひとやすみしていしぶみの露はらふ

地酒の酔をなぶる穂芒

月皎と新幹線の窓のそと

世事には疎き主なりけり

峡渡る風の早さをひき入れて

若葉がくりに郭公鴬

山の汗清水となりて流れけり

仙

ナォパンジーに昏れても風の荒々し

屯田兵を語る篝つら

白孝女

白晶女

人待顔の角の石仏

松三郎

信子

飛び跳ねて田の神の舞ふ早苗饗や

格勤の朝夕の径坂多き

松月
白邑
白嶺
水声

雪を落して杉知らぬ顔

ふりむきもせず雲水の旅姿

白吟女

からすの声の重くとびゆく

冬雲の暗さをのせて伊吹山

主を打ち叩く弁慶の杖

左剣
晶子

月渉る橋の下なるゴルフ場

柴折戸ひけば虫の鳴き止む

たつを

竹四

風信子

しゆら

聖子
蛮仙

ナゥ柿食らひ夜の冷え卓に置きにけり

夢殿の扉はかたく閉ざして

良寛さまを偲ぶ摘草

宿々の噂広まる虎の軸

かげろふ社に柏手の音

ぼろほろとこぽる些花の匂ふかな

︵昭和五十六年八月二日首尾︶
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歌

八戸・八戸俳譜倶楽部ｌその三Ｉ

八戸俳詣倶楽部創立八十周年記念祝賀

白晶女

静香

白妙女

たつを

徳三郎

古北

しゆら

九十九

風信子

一毛

虫もでてねじり鉢巻腹踊り

月さす窓に酌み交はす酒

素草蛙に足を引きずりたどりつき

隣り村まで小一里の道

山の湯に迷ひ出でたる雪女郎

北風寒き民宿に来て

悲話を秘め毬藻湖心の島に栖み

祠に点る昼の燈明

奥入瀬にわりなき仲の二人連

想ひの丈を誌す水くき

歌仙時過ぎての巻十五世星霜庵白兆捌
時過ぎて心もとなき接穂かな
春を奏ずる庭の蝿
長閑さにお城のほとりめぐりきて
まだ人影のうすき四阿
折からを小雨ばらつく宵の月
床に活けたる秋の七草
ゥ残菊に彩管揮ふ老画伯

押しつけられし仲人の役
円の高値に景気上向き

空港は新婚連れに混み合ふと

里の祭の更けて賑やか

まだふるさとが残る路地裏

ナゥぬぱたまのまっくら闇に眠る牛

ジョギングに新聞配達遅れじと

信三
麦青
白静女

山は緑に更衣して

デパートは思った程の伸びは無く

白葉女

白聖女

たける

晶子

白吟女

古天
蛮仙
白晋

ましら

白孝女

白嶺
松月
白豊
吐雲
白邑
憲曠
白兆
竹四

︵昭和五十六年五月二十三日満尾︶

三八城の丘にもゆるかげろふ

俳譜の八十年を匂ふ花

釣人並ぶ水面うららか

渚の砂にもぐる馬刀貝

泊陽
水声
倶子
和子
白好

夏の月浪おだやかな鮫ヶ浦

日差し明るき昼の鶏鳴

駅へ急ぐ担ぎ屋背の荷を揺らし

赤き衣纒ふおびんずるさま

仁和寺のおかめ桜のほどのよさ
ナォ野火の焔の末ひろがりに岳の裾
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俳意ほのかに墨の濃淡

厩作と知らで財布の底はたき
息子に酒を強ひるこのごろ

定年を二度の勤めの寒厳し
裏見凍滝径の曲折

民宿の土間に脱がれし靴と下駄

筆義洞義洞義 洞義洞義洞義洞義洞〃義

松山・芭流朱連句会Ｉその−１

洞義洞義洞義洞義洞義洞義洞義洞義洞義洞
山

歌仙成人の日の巻春山洞捌
搦やかに成人の日を歩みけり
追羽根高く擬ねる振袖
たてなほす受験計画いかならん
楡の新芽は天を指しをり
春望の月映す濠蒼然と

風呂のガラスに影のもつれて

あたふたと式の日取りを決めにけり

くちなしの葉の色の乱るる

原発の岩盤三日の月暗く

遠き刈田に稲架の列見え

ナゥぽそぽそと冬待つ愚痴も大師講

後足で砂かけてゐる犬

寺言幸︽

野も山も捨て空缶に汚れたり

南の浜に寄する赤潮

島原太夫道中をみる

満開の花咲き乱る和霊神社

執

厩錘稗錺錘賄軸即擁露文音︶︶

一108−

子よりも母の写生大会
ゥはるかなる火を噴く岳の地震震りて

熱し恥し頬の湯ぽてり
貸し浴衣取り違へたる椰楡ひに
鼻つままれて軒きょろきょろ
西原に狐の提灯咲かし初め
墓場に近き黄昏の路
満月のこのてがしはを離れゆき
松茸の香を送る小包
﹁三井寺﹂を謡ひ世阿弥の忌を修し

肝胆照らす同じ芸術
落花する哲学の道這遙す
利休ゆかりの荘の朧に
ナォひる蛙池のしじまを淀みつつ

信春

ｌその二ｌ｜

菓子の小袋握りしめたる

門の表札﹁寓﹂の文字出し

隠居所は時計がはりにテレビかけ

娘心をさそふ祇園会

色街の昼の静かを煮豆売り

いなせなる法被姿の立ち廻る

筆洞志洞 志洞志洞志洞志洞志洞志洞志

｜松山・芭流朱連句会

〃洞志洞志洞志洞志洞志洞志洞志洞志洞志
山

歌仙指透きての巻春山洞捌
指透きてあえかに匂ふ蛍かな
蓬長けたる中のせせらぎ
てすさびの琴ひきそめしそのままに
窓に腰かけ遠き嶺見る
海峡に渦潮の舞ふ月今宵

けらけら笑ふ長電話なり

善男善女投げる妻銭

ハチ公の銅像前は混み合ひぬ

床几のかげですだく虫の音

串太き月見団子にあきれはて

藍深々と紺織り上げ

ナゥ沖をゆく汐を岬に風の色

帖尻合はい俄か商法

軍拡の気配世界に拡りて

霞たなびく双塔の景

花万朶雪洞の皆ともりけり

執

︵恥姉壷絆症︾計朋二群三卵擁聴︵文音︶︶

−109−

朗詠の声流れ爽やか
ゥ野分の夜帰り行く人影薄く

髪をかばひて遅れがちなる
なまめきし裾の乱れを目にとめて
夢に出て来る素振り妖しき
賑ひの日曜市に遠出する
家宝の刀みれば赤錆
雪吊りの銘木照らす月明り
相火熾んに燃ゆる杣小屋
三号炉設置反対叫ぶ声
国内外に問題山積
慢幕を張りめぐらせて花の宴
亀鳴く池も広き境内
ナォ雛の灯に寝る吾子の顔いとほしみ

春予

庇を早やも燕とび交ふ

就職をして胸はずむ毎日よ

足摺椿誘はれて来し

陶板に即興の句をさらさらと

後家ばかりなるジャルパックなり

洞人洞人洞人洞〃人洞人洞人洞人洞人

松山・芭流朱連句会ｌその三１

洞人洞人洞人〃洞人洞人洞人洞人洞人洞人
山

歌仙立秋との巻春人捌
立秋と処暑の旅路の如何なりし
コーヒー色の大江の月

秋刀魚焼く匂ひの風がただよひて
だらだら降り踏み馴れし径
右左へくそかづらの這ひわたり

好奇心大いに起り飾り窓

おすぺらかしの閨の掛け香

もの憂しと思ひを奏に占ひて

虫の庵に読書三昧

十六夜の月奥嵯峨の薮の穂に

山上碧湖ななかまど燃ゆ

ナゥ鎖塚落葉積むまま朽つるまま

二本のレール冴え光るなり

グランプリ映画のラストシーンとも

波の間を間を流れゆく雛

御祭文奏すお勅使花吹雪

牛車のきしみ都のどけし

︵岬諏垂拝伝舞ユ朋廿毬甲擁津︵文音︶︶
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鮎のはねたる磧かくし湯
ゥ落人の村の女のみめよくて

かんざし買うて寺を逐はれし
リアス式海岸をバス陸続と
畠つくりて天に至れり
道ぱたにもの見の猿や春二番
遍路摂待お握りに湯気
機を織る軒に黄色のおぼろ月
惣領息子東京に居る
電報のやうな葉書の二三行
外出がちとなりし数へ日
城下町にはよき菓子のあり

返り花一畳庵は坂の上

ナォ流れ来る金春の熊野昼さがり

春春

松山・東松山連句会Ｉその−１

水くれと呼ぶ幽霊の声

クリーン選挙は若手市長へ

書き綴る原爆記録永久へに

八重の峰雲いとヌかヌやか

どこからも見えて若葉のお城山

居峰楊月蛍居峰楊月蛍居峰楊月蛍居峰

脇起歌仙野の喜色の巻冬楊捌
山の端白く懸る夕月

野の喜色蜻蛉の舞に始まれり

今日の楽しみ地酒一本

富貴とも松茸呉れし厨にて
炎天をバイパスエ事なほ続き

うすもの生花の模様がよく似合ふ

小町娘で出し惜しみする

ラブコール定時電話で今宵また

雨に煙れる港よこはま

おもむろに中天に来し月の量

運動会の用意あれこれ

ナゥ茄栗と甘蒔との思ひ出に

日暮忘れて遊び呆けし

短冊に即興の句をした坐むる

子規記念館開きを祝ひて
うづら

温泉まつりのどっと繰り出す花吹雪

田鼠期となりて畝跳ぶ

︵黙耳韓酷軒甲蕊︵文音︶︶
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プールの子等のさ早めき間こゆ
ウボイジャーは宇宙のロマン求めつ坐

御婚儀殿下の姿うっとり
ましぐらに女心をはやらせて
部屋の襖に貼れる浮世絵
歌舞伎来て役者の幟ならべ立て
町川渡る風のさ鼻やき
月光を浴びっ上向ふ寒稽古
熱し熱しと焼薯を吹く
三十年すぎて卒業証書受け
仏間にひとり入りて思へる
花前線遂に蝦夷地に足伸ばし
雲雀あがれるさいはての空
ナォ船客は双眼鏡に春無辺

伸墨畦冬蛍山
冬
楊月蛍居峰楊月蛍居峰月〃蛍居峰月楊子子

１１︲ＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩＩ皿砕宮

冬薔薇の巻蛍子捌

土星に遊ぶ宇宙衛星

新聞はどの社も同じ記事ばかり

砂の中より楼藺少女

麻薬アンプル持ってゐそうに

外套の毛皮輝く銀狐

腕組みてくヌるネオンの奥深く

峰月居峰楊蛍月居峰楊蛍月居峰楊蛍月

松山・東松山連句会ｌその一Ｔ

雪化粧する国境の嶺

真似られてゐる優越感冬薔薇
米寿なる母刀自今も健やかに
筆のすさびの和歌も嗜み
読みおきて又仰ぎ見る十三夜

仮初なれど厚き抱擁

灰皿の煙一すぢなびきゐる

車走らすよき日和なり

月出づる汐騒の松傾きて

鱸の謄交はす盃

ナゥ秋祭笛の稽古にこもる熱

テレビに出でし我顔の痩せ

長押には表彰の額はれやかに

万歩計吊りありく祖父なる

重文の塔の桝組花吹雪

幾曲りして坂のおぼろに

師碑垂竝斡埜一朋斗制申擁尾︶
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鈴虫すだく庭のそここ鼻
ゥ今年酒飲みていけとふ友の家

焦がれしひとは人妻にして
恋文を焼くに借し坐と歎くのみ
どさり届ける折り込み広告
田園に家建ち並び街がかり
慌てふためくあひるの行列
夕立のはれてさやかに月の影
水争ひも嘘のやうなる
鑑定を受くる弥勒の秘蔵仏
土産の最中売れる店先
松山に句会の道を覆ふ花
春の挨を温泉に流し

居峰楊蛍月居峰楊蛍月居峰楊蛍月居峰楊子

仙

ナォゐながらに窓より帰雁見送れる

畦伸墨冬蛍

歌

陽当り淡き病室の窓

愛犬白は尻尾追ひ噛む

こ上ろこめ筆を運︑へる草の絵譜

旭の丸扇骨のくたくた

汗拭かぬ応援団の黒い服

楊峰居蛍月楊峰居蛍月楊峰居蛍月楊峰

松山・東松山連句会ｌその三Ｉ

居蛍月楊峰居蛍月楊峰居蛍月楊峰居子月規

脇起歌仙茸狩やの巻冬楊捌
茸狩や浅き山々女連れ
宴たけなはに出づる月影
長き夜の宇治十帖をひもときて
机の脇の鄙び人形
住み古りて茂るがま坐の静けさに

共稼ぎ夫手鍋提げても

マイホーム建ってローンを払ひ兼ね

城山登山交はす﹁おはよう﹂

このところ外の見る眼も姉女房

お狸明神紅葉色づく

蕨にかふりてはやき残り月

ナゥ秋むかし坊ちゃん列車の笛ひ貸き

ピエロの誘ひパチンコ大穴

昨日今日クイズの葉書に精出して

省エネの家早寝遅起き

顔写し澄む鱒に散れる花

松の史蹟の永久にうらシか

︵譲娃升狐叩吾銅認錨蕊︵文音︶︶
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郭公遠く谷にこだます
ゥぬけぬけと旅のこ上ろのおこりきて

化粧も派手にわく恋心
道行に森の小禽の鳴ける
サーカス一座来ると前ぶれ
渋茶の入りて石手焼出る

句碑めぐり散策集をふところに

枯葉一ひら窓を過りて

湯ぽてりに続く廊下の冬の月

ＫＤＤも注視の的に

噂立つ人の門戸を固く鎖し
青い目のポトマック河畔花万朶
風船飛ばしはしゃぐ親と子
ナォ春日傘車椅子に歩を合はせつ鼻

冬墨伸蛍畦子

東京・松喜久会ｌその−１

高原の巻

高原の霧に浮き立つ彫塑かな
静かに眠る月光の下
旅十日異国の宿に秋立ちて
健気に走る自転車の群
かなかなが啼けば終れり草野球
所望をされて一踊りする
ウパレードに故郷の夢追ひもとめ

幼き恋を憶ひ出したり
腱毛長し盃あげる指ほそし
ミスショットしてグリーン遙か
野を渡る風すがすがし深く吸ふ
幕を引きたるアジャパーの主
歴戦のつはものどもに月冴えて
戎衣重ねて沙上に伏しつ

アクワビットにて十年の知己

南北の対話も今は金次第
まなかひ

咲き満てる窓辺の花を目交に

泉刀櫟泉刀櫟泉刀櫟泉刀櫟泉刀櫟泉禰郊渓

仙

ひねもすゆたか雲のどかなり
ナォ海浜に焼蛤の香しく

刀櫟泉

歌

絵どころ誘ふ網引の景刀
光琳の逸品やっと里帰り櫟
いま辿り行く巡礼古道泉

裏町の小屋に痩せたる裸かな刀
虫喰ひあとの脛いたましき櫟

サンデーが毎日の人眼につきて泉

荘と爪剪る肩のまるさょ刀一

いつとなく艶ある声にほだされて櫟哩

加州ワインがとんとご自慢泉一

三代の襲名披露望の月刀

有難き御代こころさわやか櫟

ナゥ今偲ぶ友の面影秋海案泉

明日香の宮に誓ふ行革刀

不死鳥の再生のとき近づけり櫟
ひげのこはさにダンス樟かる泉

オール持つ手に散りかかる乱れ花刀

たゅたふ小波も春の装ひ櫟

一昭和五十六年樅二琳弄棡讓嘩石坤開誰儲織澤睡擁濡一

一昭和五十六年九月三十日一

１

東京・松喜久会ｌその二１

刀泉刀櫟泉刀櫟泉刀櫟泉刀櫟泉刀櫟渓禰郊

歌仙朝の道の巻
住み古りし庭春を待つ人

朝の道ただ一声の初音かな

息子の新車乗心地よき

遅日なり心静かに出で立ちて
引窓の月に証文かざしたり

烏竜茶にて喉をうるほす櫟
石仏の足もと洗ふ大黄河泉

励ます会で資金集めて刀

豪雪に埋れし道も開通し櫟

冬の陽浴びて読経三昧泉

何となくクリスタルとて大ヒット

くち

刀

ピンクレディをす坐るうけ唇櫟
と

誇らかに二十三歳潤歩して泉
力士団乗せ機の音よろめく刀

有明のデートラインに月懸かる櫟

つくぱひ

秋海業の映える鱒泉

ふきゆ

ひは

ナゥすさまじき噴湯の谷に鵬と我刀

便り書き終へ旅寝やすらか櫟

たくみ

彫琢を心に掃除つとめける泉
木の声をきき大悟の工匠刀

名にし負ふ花のトンネル賑はうて櫟

天下泰平霞たなびく泉

一州榊蓉帯缶轆罐醤尹榊癖発雑式曄耐維埼一
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どこまで高き紺青の空
ゥ秋風に浅間の煙流れゆく

南無三宝と取りすがりたる
此の詩集捧げん程の女もがな
づか

男嫌ひの宝塚の麗人
眼に浮ぶルネクレールの名場面
若かりし夢消えて跡無く
月影の淡々として夕凪げる
かな

星祭る夜の愛しき駅よ
高層ピルはゆるぎなく建つ

晩節を全うしたる友送る
花の塾怡々として袖ひるがへし
山笑ふ頃脚もかろやか
ナォ沈丁のそよるぎに琴たてまつる

泉刀櫟

松山・松山連句会ｌその一Ｉ

脇起歌仙
冠を正しまゐらす雛かな

の巻渋柿八百号記念黙泉捌

その日迎へん害を読みつつ

松の葉擦れのいともかそけき

連衆に．畳庵﹂の古机

泉

楊

春山洞

要塔筍紫居洞楊泉松要筍塔紫居

桃に添へたる花菜一茎
天守に登り故郷を見渡す

訪ふ人も無く短日暮れて

凍て蝶の枯色まぎるる茅庇

白髪頭に恋の糸繰る

又候金を送れと子の電話

御駕籠を軒に山のみ社

ハネムーン手に手をとってアルプスへ

兎は脚を爽かに打つ

月読の鏡に浮かぶ物語

題釜終始﹁漱石﹂の文字

ナゥジョギングの露踏みながら畦たどる

皇太子待つ﹁伊予﹂の若人

難民の乳児をいだきて今日も餓ゑ

童等集ひかげろふを追ふ

石垣の巧みを誇る花の城

巨

︵蠅神蕪粁毒等礒聖一粁域甲蕊釦恥峰噸晒獺率馴擁礎︶

星

鳩も迷ふ八重の霞の涯なくて

画集きららに秋灯の下

要

喜舟
千紫
黙泉
冬楊
伸居
李花
流星
筍子
静雨
居

泉

本手

楊
星

紫

筍
要

松花
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盃の月をながめて友を待ち

幼な馴染みにほてる頬紅

ゥ稲架並ぶ国道に沿ひ珈琲店

誘拐犯の絶えし足どり

たそがるる車の二人影ひとつ

ぶらりと出でしスケッチの旅

﹁新宿﹂のここら忽ち変容す

藍の匂へる浴衣楽しげ

鳰烏の涼しき月をまろばしめ

﹁黛石﹂はいよよ苔蒸し

伝へきし八百号の重みとよ
吊橋の蒼弩を舞ふ花吹雪
鈴の音高く遍路往き交ふ
ナォ子を欲りて拾ふ御寺の針うらら

雛

えっさえっさと地引き網ひく

齋らせる獲物の綴をお供へに

善男善女ゑらぐ直会

我が呆けをわれと哀れみ毛糸編む

於於

要筍紫松塔泉雨楊居洞要筍紫松塔泉雨

松山・松山連句会ｌそのニー

楊居李要筍洞雨泉塔花楊居花子洞雨泉塔

要 山 星

歌仙松の内の巻黙泉捌
和こそ貴し福寿草咲く

被ざる鎧侃かざる太刀や松の内

入学近き歩みときめき

目つむれぱ春告烏の匂ふかに

見馴れし枝に鵜来て鳴き

中国の残留孤児よ涙雨

千

癖艸柿唖作雑︶

イ ィ 局

織り成せる紺うつるふ朧月

やぶれし恋をツアーに癒す

メイドインジャパンの土産桜紙
経済摩擦緩和対策

ふらり出で佳月の松に佇みぬ

瀬音に合はす鈴虫の声

アゥ虫送り松明結ふもお念仏

難病制し登校を期す

このところ電話の︑ヘルにはしゃぎて

お子様ランチ旗３センチ

﹁静﹂今も吉野の里に花は散る

流るる雲に春を惜しまん

︵畔輌垂什珪癖一一一期二汁﹃信甲緬壗

一 八 人 イ ー

軸掛け更へて客人を待つ
ゥ﹁雲月﹂の丹精の庭年古りて
よこくじ

熱き逢ふ瀬を垣間見にする
結ばれて娘十八横座り
ほのとただよふ蚊取線香
酔ひ醒めを握り寿司食ふ大湯呑
水平線へ杜詩を吟じつ
しきがわら

皓々と更けまさりたる十三夜

楚踏み踊る女よ
老ィもつどひ体育の日を競ひ合ふ
写真整理にたぐる想ひ出
障子開け琴を爪弾く花曇
小川渡りて蝶の訪ひ来る
ナォ遠富士に雪解のおそききのふ今日

松冬伸李筍春静黙巨

松山・松山連句会ｌその一一一Ｉ

要

黙泉
静雨
李花
筍子
冬楊
春山洞

汽車過ぎ去りし後の村里

謡も出でて満座華やぐ

巻頭を寿ぐ酒を汲み交し

濃き竈まとひ枯野行き行く

蝋涙のつっと流れて聖夜更け

寄せ太鼓てれつくてんと打ち響き
こでら

天降りし鶴と契る曙

果てしもあらず続く砂浜

これぞこれ古照弥生の頃の恋

柱時計の鳴る九月尽

この寺の月見の石に月を見る

泉筍居楊紫 李洞塔雨泉筍居楊紫李雨洞

歌仙鉦うららの巻黙泉捌
戸板の上でひさぐ草餅

須弥壇に鳩も御弟子か鉦麗ら

峡の細径響く山彦

椿咲く姉妹都市より客迎へ

機止めてさし入る月を眺めやる
ジーパン組みて柿の皮剥ぎ
意中の人の要りの荷行く

伸居
千紫
泉

ナゥ巴里の香を偲ぶ栞のリラ紅葉

静雨
李

若き詩人は屋根裏に病み

擁皿柿秤耕晒癖擁輯︶
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ゥ秋日和池水ゆらぐ鯉の赤

やがて生む子は日本名前で

外つ国の娘を母に紹介し
千木高く静寂の底は奥社

要

昔を今に遠き潮騒
風鈴のさゆれに仰ぐ月も揺れ

筍

へ昭和五十六年四月二十六日起首
一昭和五十六年五月二十四日満尾

春深む夜をまはる地球儀

あちこちの花の便りが津軽越え

ゴルフリンクを西へ東へ

古りし蚊帳白洲の松にうちかけて

しのぎしのぎて片肌を脱ぐ

楊
洞

物語り版に彫りゆく刀の味
竹のれんじの細目に開きて

居

巨星塔

紫

花の雲にだぶは子規の記念館
手枕に見し夢も朧に
ナォそれと知る地震を遣りて雄子の声

於於

松山・松山連句会Ｉその四１

筍洞楊泉要花筍楊洞居洞泉雨子紫楊居月
山要

書き綴る思ひの丈に泣かされて松花

傷むハートを癒すジョギング要

干し物が飛ばんばかりに風荒るる楊

昼寝の莫蓮は敷っぱなしに洞

紛糾すればそっと身を引く居
筐底ゆ紙魚の走れる和綴本紫

ここらあたりに落し物せり泉
なめ猫の流行言葉のあとは犬洞

脇起歌仙茸狩りの巻黙泉捌
すずろに触れて袖に散る萩

茸狩りの戻りや小野の夕月夜

ロビー行き交ふ盛装の人

秋扇開かぬままに立ち舞ふか
一山の涼風を呼ぶ窓の内

遙か彼方に響く滝っ瀬
ひたすら秘めし君の面影

出船の銅鍵を窓際に聞く楊
伊予灘に大円盤の月上り泉

うからやからの集ふ芋煮キ筍

ナゥひょっとこの面を被りて踊れる子楊

どんぐり飴を口にもぐもぐ居

アメリカに軍備軍備とせつかれる雨

独り覚えの三味を爪弾き松
花筏鏡が池に漂へり巨星塔

陽炎ゆらぐ神垣の上雨

一州榊唾峅缶峠居啼言器癖岬魂露一

−11q一

一 ÷ ぜ

ゥ俳譜の道を異国に開くなり

碧い眼の恋人として帰り来し
ハミングかすか厨よりする
お赤飯握る両手に湯気上り

屋根のモザイク我が家はどこか
この里の耕の句碑に東てる月
野兎ちらと木立の中へ

飾り棚誰を待つやら紙人形
端座瞑目真理は一つ

大仏の御頬かすめ花ひらと
銘鶯会の賞品の酒
ナォ苗床の芽吹く匂ひのほのかなる

李 春 黙 静 筍 千 冬 伸 霊

松山・松山陣陶幟匡川ぽい︑ｌ｜

零雨
静雨
みつ子

眠れる如き濫のライオン

約束の時間ばかりが気になりて

誰にも言へぬ老楽の恋

自慢の鮓を盛りし大皿

合同葬はいともしめやか

門を出づれぱすでに虫の音

高級車ぎっしり竝ぷ駐車場

草の実つけて戻る三毛猫

獅のさしみで岬る鰭酒

テゥこれがまあ・眼鏡かけたりはづしたり

みんな妖しき推理小説

雨音のやがて巽となりにける

吊橋ゆらぐ暖き風

燗漫の花の下なる淵蒼く

み光美千美紫四絹光絹千子千四 絹千星

脇起歌仙探梅の巻静雨捌
探梅の一峡にしていさぎょし
静寂のなかにひびく冬鶏
会心の句を短冊にしたためて
喜寿の恩師を思ふひと時
立待の月にむら雲かふりたる

美智恵

千代
弥生

ささやかな増築なれどやうやくに

今を盛りと咲きし白萩

真黒に焼けし悪童かしこまり

脳裏かすめる初恋の人

ゥ並びたる水子地蔵に露しとど

静子
四月
光子
絹恵

宮の森より犬の遠吠え

抱かれてもむなしさ残る帰り道

静子

光

み

静子

光

千

四

千

美

汐の香のしるく漂ふ後の月

簾をかけしままの離れ家

寝たきりのぢい様なれど小うるさく

悪いと知りつ吸へるシンナー

蜘蛛の囲に月の光のきら︲ＩＩと

道端に積む空き缶の山

学園に暴力沙汰が蔓延し
賑やかな伊予万才に花散りて
のどかに暮るふ天守小天守
アォ石垣にある郷愁の暖く
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紫

静

やはり話題となりし五シ子

政界は︵てんやわんや︶のロッキード

千古雨洗と見ゆる白扇

小枝に結ぶ大吉の識

玉砂利を踏む神苑の夏寒き

動静風童静風童静風童静風童静風童静

松山・松山連句教室ｌその二１

風童静風童静風童静風童静風童静風童雨雨

の巻静雨捌
噺大静零

脇起歌仙盃
盃にうつる緑や菖蒲の日
しばしが程を競ふ残鶯
くっきりと白帆の並ぶ湖ありて
鍬の転がる砂風呂の岸
月よさの木犀の香に源かれつ鼻

ただひたすらに慕ふ切なさ

言ひ出ては返事の程の恐しく

岬の松を鳴らす秋風

蛸壷の積み重なりて露しとど

旅の碁打ちの誰りをかしき

くっきりと晴れ極りし望の月

輔祭に供ふあれこれ

ナゥむしりたる鴨の毛焼を丹念に

なこその関で正す冠

伝へ古る系図にそへし秘伝の耆

石垣沿ひに炎ゆるかげろふ

ちらほらと花咲きそめし昨日今日
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遠く近くに砧打つ音
ゥ洗ひたる硯に墨を濃ゆくすり

年甲斐もなき盲目の恋
兄と言ふ紐にしたたか強請られて
おろおろ声で唱ふ経文
火の島の鳴動いまだ鎮まらず
不漁つづきの暗き海原
雪雲のうるめる月のありどころ
連句も知らで俳句三昧
孫が来てとんノー叩く肩の凝り
長閑な緑に糸を繰る唄
世に遠き平家の里に花満ちて
草をかぶせし春の筍
ナォ講宿の手伝ひ衆の頼母しく

に

東京・磨尼絵連句会

半歌仙左
左利き世を催りてメロン食ふ
風鈴吊すアパートの軒
大埠頭車千台船腹に
望遠鏡の山河まんまる

きの巻石雀捌
素徳石龍
浩素

月の出を拍手し園児土手の上

︵辨和棒癖奉轆塗月十二日首尾︶
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黄菊白菊ほどほどに咲く

素雀浩徳浩女素徳龍徳浩子子徳女治雀亭
6

ゥ秋すだれ鴨の脚肉やはらかく
ハート型した耳飾りつけ

五番目の入場行進彼の顔
中年にして残るものなに
夕浪尖る天龍の冬

ゆっくりと茶笑を使ふ日曜日

冬菜積む馬車謝々と行過ぐ

山門に鬼が乗出す寒の月

どうにも煮えぬ猫の肝だま

﹁岸壁の母﹂逝くしらせテレビより

復活祭の帽子真白く

魔界転生花びらを切りきざみ

利

ハルビン駅に響く銃声

葬式ばかに続くこのごろ

漱石と伊藤博文交替す

風邪の子鼻を窓に押しつけ

手拍子に景気占ふ酉の市

すっぽり脱いで入り込む閨

角巻の後姿はすり足に

﹁ホームラン﹂てふ赤い大文字

珈琲二つさめゆく朝の静かなり

隣はさんま向ひはいわし

満月を眺めてしばし烏の思考

尼僧の外出黒づくめなる

ナゥ荒海を越えて函館霧の中

ウォークマンに小犬じゃれつく

スーパーの籠の汚れは気が付かず

謡の声のうららうららと

天主閣霞の花を眼の下に

治

︵辨和鋸計駐率峰月二十日首尾︶

善

真延ひ善真翠葉洋ひ郎真み葉延葉太翠

東京・谷中連句会ｌその−１

み真雅翠洋ゑ子子女子子翠太翠太し〃雨郎

より添うての巻太郎捌

より添うて芽組む柳とかへでかな
おかめ石とか春雨に濡れ
空真澄卒業生の飛び出して
寒暖計は摂氏十二度
月の出は山と山とのはざまより
やじり

栗の実落ちて鹿の振り向く
ゥ秋深し鑑を磨く父と子と

目線動かぬ盛装の巫女
金髪の抱擁長き国際港
蛙︒ウサギも食零へてきました

脱サラの写真屋稼業うまくいき
セピァカラーの味を愉しみ

水は暮れ話はずみて月涼し
通り魔の居るヨットハーバー
白い朝牛乳飲みほし駅に佇つ

鞄のワッペン張るすきもなく
作業服花散る下の茶碗酒
春風に乗る街頭放送

み 雅 洋 真 葉 延 ひ 翠 太

仙

ナォ摘草の過去へノーと辿りゐて
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ろ
砂
づ

歌

東京・谷中連句会ｌその二Ｉ

目玉の松ちゃん切られて死んで

墓石が建ちて亡父の七回忌

庭をのそりと猫が横ぎり

極東の防衛日米再協議

漢方煎じて暮を迎へる

き葉万雄葉リ〃洋葉太善洋葉太雄善万

菊花賞の巻太郎捌

菊花賞すんなり決り冬に入る
赤玉石に時雨降る夕
転職にのぽるは高きビルにして
校庭いっぱい昼の体操
満月に耳押しあてるザララ壁

大湧谷雪と硫黄にむせびっ坐

乳房噛まる坐闇の痛さよ

後の朝たぬき寝入りを見届けて

ＴＶ出演つひに叶った

豊川の狐の耳に鎌の月

バスの窓からあけぴをちぎる

受け身ばかりの新入部員

ナゥ秋蝶が横断歩道渡りゆき
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新酒一升あけてめでたき
ゥ蕎麦の花線路に添うてこぽれ咲き

記念写真の片隅の人
左手の指輪を隠し空を見る
ひとつのものにそれぞれの意味
編集長うむを云はさぬ面構へ
いぽいのししはアフリカに居る
月に一輪ハマナスの紅

イチゴタルトが迫りくる街

映画館出てしばらくは無言なり

︵繩和鋸計昧年十一月十一日首尾︶

うぐひす啼ける禅寺の門

紀の国は花一色に染めあがり

．
ロ

み
ゆ

浴衣着て祖母の遺産を知る日あり

遊んで飛んで光って消えた

五右衛門の最期に見たは白き砂
花万朶特上のすし食ひながら
女系三代草餅を売る

雄善太洋雄善万太葉雄万〃子万子里郎

仙

ナォどこへ行く春一番に旅役者

葉洋万太
善 雄

歌

海にもぐって逃げし原潜

一刻静か山鳩の鳴く

日曜は宇賀辺の宮で野球しつ

著莪の花咲く裏庭の昼

空涼しス・ヘースシャトル無事還る

いつまでつ宣くシーソーの恋

茶碗挽くつもりが壷となる轆轤

孫にひかれてポリシヨイサーヵス

湯上りの化粧ほんのり匂ひたつ

長旅の見知らぬ駅の二日月

伏眼さわやか碧眼の尼

アゥ蜻蛉の竿に憩へる夕茜

壁の遺影のやさし微笑み

白い鼻緒の下駄を好みし

筆硯いつも手入れの行き届き

楊貴妃てふ花の名うれし帽に触れ

栄雀寿紹蓉烏博栄雀寿組蓉鳥博栄雀寿

京都・落柿舎連句会ｌその−１

紹蓉烏博栄雀寿紹蓉烏博栄雀子組子鳥翁

脇起歌仙夕涼みの巻博
夕涼み油気起して帰りけり
更けゆく露地の軒の風鈴
化銀杏ばらつく雨に騒めきて
ぺツドサイドのアンチックドール
燈台の明かりきらめく青い月

美朱寿緋蓉二去

捌

鶏鳴一声春暁の夢

︵辨和窪柵藷癖癖緬庭十一日︶
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香り漂ふ木犀の朝
ゥ秋の蝶人に親しき風情にて

難の陰のさ鼻やきの声
日に一回は里への電話

イヤリングきらきらゆれる幼妻

史蹟巡りの女子高校生

地下鉄の開業近き装ひに
岩風呂のたった一人に寒の月
瓢斉居士の軸に対して

茶もうまかりし銘菓雑の月

素直なる心になりて書を開く
信濃路は若葉の中の花盛り
おぼろの道を走る雲水
ナォ古雛に無口の母の偲ばれて

智 博 来

京都・落柿舎連句会Ｉその二１

博

去来翁

脇起歌仙猫の恋の巻
呼出しに来てはうかすや猫の恋
おぼろの窓の内の転寝
山笑ふ滝のひヌきの若やぎて
五指にも足らぬ同窓の数
皓々と古城を照らし月満つる

美智栄

二烏
朱雀
玉枝

鵤尾高らかに鳩も舞ふ空

泣きやめばすぐ歌ひだす曾孫なり
北海道へ旧婚の旅

シャッターを散らつく雪の中で切る

今日は好みのおでん一皿

江青の刑確定に眼を閉ぢて

指を絡めてたしかめる愛

紙燭かすかにゆらぐ物かげ

九十九夜なり明日きめん小町なる

雁の声する湖の芦原

羅城門くずれし跡のいびつ月

噴煙高く落日のとき

ナゥ虫売りの遠去かりゆく紅格子

作務衣の人の眉の情しき

到来の茶筌かたどる床飾り

呼鈴に応へ暖き声

博蓉紹寿栄枝雀烏蓉呂博紹寿栄枝雀烏

捌

切株に腰かけ花の篝守

︵辨和溝柵箒癖賑諦辱十七日︶
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にぶき色もつ壷の冷や上か
ゥ初紅葉坂ゆるやかに町の中

肩寄せあって遠き海見る
黒髪を柿くほのぼのと湯の薫

砂風呂

寿子
緋紹
蓉子

博

蓉

組

寿

栄

枝

雀

烏

博

くの字に曲げて坐る座布団
六面の色を合せる知恵あそび
白壁ならぶ酒蔵の辻
はたはたと涼む床几の三日月
墓山走る蝉採りの子ら
大盃で祝ふ大関千代の富士
た頁ひたすらに独り面打つ

出札も改札も無き花の駅
霞たなびく幻の島
ナォ竹とんぼ吹き戻さる出春一番

博

尼僧と会ひし藪騒の辻

授業始めのチャイム鳴りそむ

戦争を知らぬ大人の層増えし

楓大樹の覆ふ滝殿

夏草に今は昔の道標雫へ

一人静かに誰を偲ばむ

折紙の鶴と亀とが飾られて

夢のユーラシャヘ気球横断

この辺り幼き頃の恋の川

ピルの窓にも吊す干柿

次々と人が出てゆく月の門

中折帽にはさむチケット

ナゥ魔王谷露の暗さに烏寄せず

岩鼻は吹き抜く風の強くして

素焼の壺の釘画きの柄

き

誇振藷諦壁︶

玉 ふ

博栄蓉烏博寿蓉枝栄ふ烏博寿蓉枝栄枝

主の巻
博

京都・落柿舎連句会ｌその一一Ｔ

柿主を偲ぶ神事や露の秋
献句畏み詠める月の夜
姉妹の仲むつまじく萩咲いて
噂話は耳朶にもかけず
白玉のさらりと喉を潤せる

捌

清水の花の坂道爪立ちて

百六歳の筆のうら鼻か

愈榊垂辻鉾汁聿匪辻頭
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柿

合歓の花咲くジョギングの道
ウーと昔前の面影ふと見えて

思ひ新たに紅の色濃く
膝の手を君にあづけて夕茜
ひそかな雨となりし好日
石濡れて苔美しき庭の栄え
受賞喜ぶ教室の弟子
母の墓前に降りつもる雪

鳰の湖幾世照らせる寒の月

糸切る音のひヌく静かさ

同窓会ふる里の唄なつかしぐ
美しき無我の刻すぐ花の園
雲の往来の速き春宵

於於

仙

ナォちらほらと都をどりの噂して

禧緋雅美蓉二寿
智 博
鳥博寿禧紹雅栄蓉鳥博寿子組子栄子烏子

歌

西宮・連句かつらぎｌその−１

牛追鈴のひびく峠路

戸隠のおみくじひいて米相場

デートの場所を手話で約束

脚絆つけ懸想文売るアルバイト

歌留多とられて送るウインク

阿と一膳の狛犬の足青写真

︑

時都巴清ふ生寿えふ洞清時貴里都貴光

歌仙塩の道の巻春人捌
塩の道かく行き行かん秋深し
野分くづれの雨のはげしき
手燭してたどる磧湯月さして
藁家の棟の寿の文字
雪に籠りて鋸の目立を

嶺々晴れわたりさらす寒天
くなど

安曇野の民族館の旗古び

双体道祖神草の紅葉に

連句の旅に栗拾ひつつ

裏山のむささびさわぐ大月夜

ジョンウェインめくサングラスなり

ナゥ温泉の町のポストなかなか見つからず

陽炎もゅる白馬大仏

酔つばらひの真似が上手の落語にて

ぽつか

落城の譜の碑や花ふぶく

負荷の宿に燕巣づくる

︵疏韮酔御海尉維蓉九月二十六日一
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子守ふご猫のつぐらを炉のそばに
ゥ喜寿翁に百継ぎ合のちやんノーこ

商売繁昌のお札よく出る
忘れものせしバス走りゆく

海の幸山の幸よとたのしみて

涙をぬぐふ菩女の身の上

うは言に呼ぷは私の名にあらず
写真撮り合ひつ及旅は道連れと
笹小屋泊り月の涼しき
久しぶり鮎鮓づくり腕ふるふ
吐月峯ぽんとふかき溜息
燗漫の花の一枝を奉る
春の渚に蒻翠原石
ナォ雇はれの禰宜玉垣を繕ひて

春 水 寿 ふ さ 九 清 貴 久 静 時 春 樹
山 都 賀 さ か 々 久 里
え巴洞子子の時巴え生女子子巴光光子人巴

西宮・連句かつらぎＩそのニー

明治のバックボーンいささか

よく通る掛け声なりし鏡割

宗をあげての大日蓮忌

報恩の句碑の除幕に昼の月

銀杏並木の黄金輝く

人嗣人嗣人嗣人嗣人嗣〃人嗣人嗣人嗣

わが門はの巻春人加朱

わが門は連句もすこし獺祭忌
公職退いて灯下親しむ
心待つ程に無月のうす明り
湖に舟漕ぎすすめつつ

竈晴れて四方の山々むらさきに

上り二里下り三里を馬曳いて

冬場は休みをりし磧湯

民宿のアルミサッシュの隙間風

山羊座乙女座相性のよし

嫁の荷の倶利加羅峠越す日和

牛の挺のゑがくＱの字

ナゥ風鈴に今日の売上げ〆め上げて

夕顔棚にのぞく顔あり

よく知ってゐながら名前度忘れて

賀状にしるす退院のこと

句の弟子のみな美人なり花衣

尺五の桜鯛のご祝儀

︵蒲︾蹄姉垂什礒癖乱朋走申︵文音︶︶
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観光バスの続々と着く
ゥ荒れつづく能登の外浦波の花

げにねんごろな雪の夜の湯女
病ひ薄紙はぐごときなり

毎日の便り必ず句を添へて

みんみん蝉の降るやうな昼

将棋盤あるロビーまで伸ばす試歩

五百羅漢の影のさまざま

夕立のありし今宵の月蒼く

復旧工事はかどらぬまま

裏門は急な坂道川見えて
靖国の神の白鳩花浴びて
春しぐれゐし投獄の朝

人嗣人嗣人〃嗣人嗣人嗣人嗣人嗣人胴人嗣

仙

ナォ萠え出づる草古草の裾野なり

春情

歌

西宮・連句かつらぎｌその三１

恵緋雪光湖女子生延梅一子子一嵐嵐湖人子

夕時雨の巻春人捌

弘法麦のすがれ果てたり

段差出来たる砂丘なり夕時雨

舌鼓打つ釜だきのそば

リフトより若者達は手を振りて

きちきちばつた足にまつはる

一絃琴のもれて来る垣

春の炬燵のみだれゐるなり

醜女とてこがるる人はあるものよ

薄ら氷に朝の光のさしそめて

門のあたりに百千烏する

みたらしのとろりと甘き串なりし

玉露ふふめば風薫るなり

秋鯖ずしを好むまらうど

しづしづと大路をわたる祭馬

殿りとなる紅葉狩なり

朝衡を美す詩謂さむ月今宵

いとめし猪をかつぎ山下る

ナゥ鮫鰊切り腹の小魚も鍋とせん

青き潮に沈む壺網

木々の枝に火伏の神の祠あり

三日の旅の長閑なりけり

天を向く竜馬の像や花暮るる

ヘ時・昭和五十六年十二月十一日一

真 玉
智
一緋絹嵐恵雪光梅絹真梅人子玉延湖江

存所・堺市清水幾湖邸と
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ほる酔の音痴の唄ふ月の道

とかくこの世は住みにくきもの

ゥ稲舟の水漬きさうなり棹さして

尼さまの立居のどこか艶ありて
雑魚寝の一夜歌仙巻きたり
曲水の宴のまねごとしてみたし
修学院離宮いま竹の秋
月おぼろ奴つなぎの石畳
折ぶらさげてもどる裏道
お揃ひの浴衣は地味目小唄会
襟足長く涼し美し
背の孫喚声あげし花火なり
丹波みやげの自然薯は丸

々

仙

アォ秋の夜の読書の膝の冷えて来て

梅緋義清幾春延
沙
正 八 絹 光 九

歌

西宮・連句かつらぎＩその四１

山の市章をめざし入港

厚地の辻が花を再現

美少年馬上豊かに莞爾たり

婿は秀才嫁は才媛

浮世なり恋のしがらみままならず

志人成志人成志人成志人成志人成志人

俳諮のの巻春人加朱

俳諾の乞食が暑に耐えにけり
大夕焼の縁に爪剪る
赤汐のまざまざ沖に拡がりて
バイパス架橋弧を画くなる
月上る歓声あちらこちらより

氏神の杜椋の群れゐる

幸四郎襄名披露の菊人形

身に沁みる夜の生あくび噛む

かたぶける月の倍にも見ゆるなり

市振の潮ざゐ通ふ草枕

釜揚げうどん蓋の重さょ

ナゥ知らぬ間に町名改訂されてゐて

オリンピックの誘致断念

太閤の生誕の地の大鳥居

ふらここ日がな止むことのなし

マイホームちらほら咲きの枝の花

うぶ声たかき春の暁

霜聴姉五社鉾粍取孟酔哩
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吾亦紅のみ風に抗ふ
ゥ燈下親し源氏の巻のさまざまな

人が恋しく虫聴いてをり
鰭酒の酔ほのと目もとに

それとなくくづせし膝の色めきて

円安差損もろにかぶりし

風強く左右にゆるる冬木立

スパゲッティの浅鯏たっぷり

舳艫組むタンカーに月朧なり

ぽつりぽつりと雨の落ち来し

車止ありて其処より花の山
木版の熊谷守一画集よし
ほうろく灸の効目なかなか

成志成人志成人志成人志成人志成人志成人

仙

ナォ風見鶏すこし動けり明け易し

圭艸春

歌

幡

音を立てずに物の倒る坐

托鉢の礼して去りし草軽にて

乞食坊主の後さまよふ

市の日の古道具いつ売れるやら

香炉の彫り菊の紋章

文烏に餌の催促されにけり

かたはら赤い洋藺の花

西伊豆へ町内会の旅に妻

何やら彼やら話合はせる
月々詣る講中の雨

茶を汲みて栗羊かんを縁の月

屏風一つに検校せっかち

ナゥ経具師の二日つづきの夜業とか

芋学者とて世に尊ばれ

小石川昔施療所ありし坂

首無し地蔵立てるおぼろ夜

剣菱といふ酒に決め庵の花

︵恥輌垂汁誌蓉垂朋二に六甲擁尾︶

舟郎舟郎舟郎舟郎舟郎舟郎舟郎舟郎舟

新座・連句研究会

〃郎舟郎舟郎舟郎舟郎舟郎舟郎舟郎舟郎舟

像の巻
瓢喜

歌仙
破魔矢頂き帰る人々

僧形の八幡像やお元日

水のよどめる町川の橋

宝恵籠のあとを見送る玉霞
剥き身屋の油障子に日の射して
素焼の鉢と種子袋買ひ
ゥ蟻の塔くずれもせずに月の秋

国分寺とて礎石正しく
蝉のあと絶えんとしてなほ続く
忘れ扇の京畳なり
鼻の穴たおやか風邪を引き給ふ
三平と書きまるがほと読む
はたち過ぎ赤らむ顔の恥しく
踊り太鼓のいつ止みし月
ちり人Ｉに人の散りゆく流れ星
水車のこれる宿場外れを
老夫婦花の昼餉をゆっくりと
はいふきのある床几暖か
ナォ難に猫の子追はれ臼の上
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八

雅彦郎雅郎彦雅郎彦雅郎彦雅郎彦雅郎彦雅

労咳病みて堅き枝折戸

貝に似し耳より眉の美しく

ロイヤル・キッス世界湧きたつ

ほろにがき君の好みのママレード

犬族もあり猫族もゐる

バス電車いくつ乗り換へマイホーム

しみじみ重きカバン外套

墓買って心定まり日向ぽこ

瓢箪一つ引残りたり

夜業の膠焔小さく

居待月寝待月と無月にて

瀬戸の島々霞みわたりて

花嫁の行列が行き百千烏

穀雨の空の晴れ上りつつ

赤石でなく万年青だけ集めをり

喜寿の祝にっどふはらから

ナゥ新蕎麦の旅が厨に運ばれぬ

歌仙虫鳴くやの巻明雅捌
虫鳴くや終の棲の庭十坪
書棚に飾る栗の一枝
量の月磧勾配急にして

皆それぞれの宿の焼下駄
箸にはさまる辻占の吉

としよりは年寄どちの楽しさよ

きりきりしゃんと背筋まっすぐ

ゥ浜木綿の香りひそかにただよひて

女と男だましだまされ

浄瑠璃の強調子なる析の入りて

松伐られたる荘のしづけさ

父の恋それとは別に母の恋

カールブッセも逝きていくとせ

遙かなる山の呼声聞こえ来る

すきなことして暮らす倖せ

踏橋のかかる城砦蔓枯れて
酒廃めて旅を一途の花月夜

ヘ昭和五十六年九月二十日首尾一
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〃

立止まり見よ雑がひそめる

〆於俳句文学館︑

郎彦雅郎彦雅郎彦雅郎彦雅郎彦雅郎彦

I
吟

ナォぞろぞろと奈良西大寺大茶盛

瓢時明

三

松本・花野連句会
︵追補︶

澄みむと〃澄む奈 みむと澄と み〃澄江

きよみ捌

たづねる家のたづね当らず

がら空きのコーヒーショップ偽ピカソ

株式場立今日もはなやか

電線の雀一羽はうしろ向き

ビキニの女カクテルを飲み

一一／

脇起歌仙月天心の巻
澄

芦丈仏

あるかなしかの風の穂芒

眠り落ちし山の灯月は天心に
まこと

アデランスつけて銀座や六本木

久奈
おさむ
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トランペットに息かけて拭き

しずか

庵

秋茄子のしぎ焼に酒客もなし

ひとまはりする子爵の邸

む

迷子預る角の交番

ラヂオの中の志ん生の咳

自動車の座席の下はゴミだらけ

おもかげに落花曼陀羅瞑れば

転って来る春の雷

︵僻諏垂什詰辱醒朋三︲↓一申麗於

敏

よ
み

万緑の中単車駆る若人等

と

甘いささやき黒い言の葉

誰も知らない嫌曳の約

こまかな雨の石濡らす程

銭湯に独ソ関係平泳ぎ
澄

蹴とばせば降る秋の松の葉

漁火のまたたく今宵無月なり

″

む

奈
み

ナゥ蜻蛉に大仏殿の金の鴎尾

″

み

ゥ図書館に頁をめくる音の昼

柴漬の染む樽の紫

先斗町づとめもいつか身につきて

横切る猫を叱るハイウェイ

レーガンの華たれしテレビ繰り返し

奥社詣でに雪を踏む入

寒月下怒れ怒れと鬼瓦
この在は急須のことをきびしよといふ

奈
と

甘さ抑へしぐるみ餅喰尋へ

煙突に南の国から花便り

澄
む

たかが初蝶されど初蝶
ナォ万愚節医者の卵の孵りつつ

き

一値
︵追補︶

歌仙五月尽の巻

中東事情︒へラ・へラとやる

花柘榴倉そのままの喫茶店

黙し来てポプラ並木や五月尽民一郎

一村な寺へて馬鈴薯の花虹

吹く浜風にうま酒の酔ひ

話し度きこと胸うちに脹れど

朱のテーブルに投げしス・ヘード

川岸下る夜半の足音

孫守りつつも古き鄙歌民

ひたひたと波舷にうちよせて三蔓
木の末にいさよふ月のかかりそむ虹

別れゆきしモデルが肌の綾のきぬ

苦を拾ひ集めたやうな寝顔して

筆とどこほる反古紙の山

新月やはや辞す人をうらみけり

柿たわわなる山里の駅

ナゥ待つことにあらねど霧の橋の上

仰ぐ目美しき森の彫像
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杜鵲草剪る枯色の庭蔓

ウリュック背ふ娘の足かろき稲竣民

幾年兄と呼びて暮らせし虹
玉虫欲しと君が幼き日の瞳蔓

金来屋といふ赤き灯の下たみを

とりとめもなきこと口説く癖が出で虹
た

さがしあぐねる借りし浮世絵民

船ギーと出でこはれたる寒の月

雲に身を変へしゼゥスか光りつつ

︵恥碑琿絆娃蓉池朋一汁旺騨首︶

子等の去りたるあとのフラココ

夕波赫く蜜月の旅

風呂吹冷ます信楽の皿蔓

三階の窓辺へとどく花明り

正客となりおずおずと席につき民

ずしりと受けし芥川賞虹

山峡にひともと八重の花開けて蔓

要りの唄が空へぬけゆくた

ナォ目刺焼く露地に独りの男住み民

虹た民虹蔓た民蔓虹民た蔓民虹蔓た虹

青葉連句会

一丙−１
︵追補︶

ちか子

三稜
芳子
芦舟

歌仙夕凪の巻葉山捌
帰りなむいざ夕凪の兎小屋
覗きてみたる向日葵の顔
砂浜に坐れば尻のぬくもりて
松原越しに見ゆる町並
台風も外れたるらしき夜半の月
種々と虫鳴く鏡台の隅
渋き和服の女将あらはれ

てい子

燗河
箒子
北兎
陽子

芳

ち

芦
煽

息子夫婦が継ぎし農業

妹の話めでたくまとまりて

久方ぶりに芝居見物

帰鴉みな急ぐ雨の夕暮

ビル街に名ばかり残る数寄屋橋

団子焼く香に夏暖簾揺れ

安売の番傘買ひて河童忌へ

故郷訪ねし移民一世

村人の供華たむけゆく六地蔵

出船見送る丘のコスモス

仲麻呂の三笠の月の歌偲び

句帳に記るす嘱目の吟

ナゥ新蕎麦を暖る床几の緋毛誕

退院の明日ときまりし荷をまとめ

肌身はなさぬ厄除の札

気がふれし人とも見えず花衣
厨の隅に浅刷眩く
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ゥ菊供養すませし菊を壷に挿し

解く帯の渦となりたる山の宿
川瀬の響鼓打っとも
熊の出るてふ噂聞きたる

トンネルを抜ければ県の名が変り
月光に研ぎすまされし軒氷柱
寝酒一合あれば極楽

華一声

北

銭湯を愛し続けて江東に
友を誘ひて活弁碑訪ふ

陽
て

近道の玉垣抜けて花の苑
燕飛び交ふ昼過ぎの空
アォ予後の身の杖も頼らず青き踏み

て陽北箒燗ち 芦芳三て陽北篝燗ち芦芳

青葉連句会ｌその二 一
︵追補︶

芳子
篝子
北兎
芳子
垂一壼

附勝歌仙雛菊の巻葉山捌
雛菊や未熟児は皆手を延ばし
声重ね合ふ庭の燕
すたれ田と末黒野つなぐ橋に出て
岬はるかによきながめなり
一刷毛の雲輝かす今日の月

三稜
ちか子

男を恨む心募らす

頬杖の煙草いつしか立消えて

門跡様は俳句お上手

箒目の正しき庭の寒椿

とぎれとぎれに薮の笹鳴

病快き縁にスリラー読み耽り

衣食の足りて礼節の無き

聖堂に槽の木舞え人見えず

いつも開かぬ書庫の高窓
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芒手招く故郷の径
ゥ形見なる曙染の秋袷

紅殻格子昼も小暗く

通草の蔓の風にゆらゆら

舟涯雲へ笛馴院と月の湖
ち

北

陽子

枕覆ひを枝にさし干す

鬼女の面掛けて独り身情く生き
桶中に大山豆腐浮き沈み

戸毎めぐれる旅の薬屋

ナゥ椋鳥は千に一羽の毒ありて

化粧直しに蘇へる城

贋札の又見付かりし噂聞き

春愁の詩を口吟みつつ

篝火の水面に映えて花万朶

北

塞一毒

てい子

燗何

陽

芦

華一声

田鶴子

もてなさるるは蔵詰めの酒
庭芝に月の涼しくさし渡り
寝とぼけて鳴く背戸のガス蝉
お子様を預りますと貼紙に
遠嶺やさしく肩を並顎へつ

蝶来て覗く︒ヘンションの窓

藤村の詩碑に花散る懐古園
ナォ春の宵真珠の色に爪を染め

〃燗北壽ち燗ち三ちて箒陽ち芳〃燗篝

作品鑑賞メモ

今泉宇涯

ったのである︒そしてグループ数五十四︑掲載作品数︑歌仙

をはじめ百韻︑源氏︑世吉︑胡蝶︑ソネット︑半歌仙等々約百

三十巻を数える︒しかも各グループ自由裁量による︑あるが

ままの作品の展示である︒作品の優劣︑高低など二の次であ

り︑正に昭和連句素っ裸の姿がここにあるのである︒グルー

プの捌き手は固より一般連衆も︑全作品を熟読し︑自作品を

に寄与するところ甚大であろうと信ずる︒これこそ﹁連句年

鑑﹂創刊の真の意義がここにあると思う︒筆者未熟をも顧み

他作品と比較検討することによって︑明日の連句実作の発展

らであり︑ゲラ刷りを入手から五日間の日限︒各作品ごとに

阿片瓢郎代表幹事から︑作品の総評を書くように︑との連

熟読鑑賞して批評を書くなど到底及ぶ尋へくもない︒況んや現

まに列挙してみよう︒自作品と照らし合わせて︑些かなりと

ず︑全作品素読の上︑好みに従って注目した点を思い出すま

絡があったが︑筆者固より浅学︑しかも多忙な仕事をもつ傍

代連句の鑑賞基準をどこに置くか︑一定の尺度の定まってい

のである︒

も︑首肯し参考になる点があったならば︑望外の幸せと思う

③形の上の留意点

ない現代である︒各グループ毎に︑その標準に多少の相異の

の︑ただだらだらと付け進んだもの︑一句一句の練りがしっ

あるのは当然であり︑今回の企画が︑そのグループ毎に選択
が一任されており︑作品の古色蒼然たるもの︑新鮮なるも

があると一巻のリズムが乱れる︒

川五・七・五又は七・七の定形の守られていないもの︒破調

四句以上つづくとだらだらとなり感心

るもの等々千差万別︑まことに多彩であった︒

②連用形の留字が三

かりしていて︑格調高きもの︑恋句の濃厚なもの︑淡白すぎ
この度の連句年鑑発刊の企画たるや︑明治年間︑正岡子規
が﹁連句は文学に非ず﹂として連句を軽視して以来︑俳句の

⑧同字同音の打越又は輪廻のものがあった︒例えば打越と付

れた様な錯覚に陥り易い︒

た︒それが昭和四十年頃から蕊動しはじめ︑五十年頃より啓

句に﹁赤﹂字︑更に数句置いて﹁赤﹂字のあるが如し︒

しない・之に反し︑体言留が四句以上も続くと固くなり︑切

蟄の如く世の脚光を浴びるに至り︑五十六年遂に﹁連句懇話

例﹁酒﹂︑﹁旅﹂の語一巻の中に数カ所あるは気にかかる︒又

隆盛となるに反し︑連句は殆ど地下に埋没する状況であっ

会﹂の設立を見︑五十七年八月﹁連句年鑑﹂創刊の運びとな
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﹁影﹂の語同断︒

㈲正花の外に﹁花﹂の字二カ所三カ所あったものがある︒
﹁八つ手の花﹂︑﹁卯の花﹂の如し︒

⑥同じ﹁名詞を並やへただけの短句﹂即ち同じ形の短句が二カ

と︑連句は現代人の人生︑社会の断層並びに風景を詠うのを
いる︒

主眼とし︑中に−１二句の悌の句を配するのがよいとされて

以上︑全作品通読の途次書きためたメモを土台に列挙した

ものであり︑大部分の作品は所謂式目に準拠して真剣に張行

所もあった︒離れていても気になる︒

︑花の定座に類想類型のものあり︒﹁花万朶﹂の如し︒同時

した五十六年度作品の集大成であった︒中には格調高き佳作

もあった︒流麗な調べに乗り︑流れる如く付句付句に引き入

発表の作品群の中に二カ所以上あるは見苦し・

⑧一句の練りの不足な作品があった︒

境を越えた全連衆のご健吟を祈ると共に他グループとの交流

り起伏あり豊潤な情緒の世界に陶然とする作品もあった︒国

逢ってほっとする︒山場もある︒月︒花の定座︑恋の場によ

れられ︑人情・人事句の緊迫感の程よき距離に美しき景句に

⑨一巻中に古めかしい素材の句の余りに多い作品があった︒

⑥内容の上の留意点

連衆の年齢によるのかも知れないが︒なるべく現代社会の新

をも深めて昭和連句の発展を期して筆を掴く︒大方諸賢のご

叱正を乞う︒︵昭和五十七年六月二十八日記︶

鮮な素材がほしい︒

味の余りにも低調なものが見られた︒

⑩恋句の良
良否
否は
は一
一巻
巻の
の価
価値
値に
に大
大き
きな
な﹄ウエイトをもつ・恋句の

のがあった︒捌き手の指導が望まれる︒

人の
の連
連衆
衆の
の付
付句
句が
が全
全体
体にに及及
⑪未熟な一人
岸ぼす低調化の目立つも

ものがあった︒少くとも同時発表のグループ作品には有季句

⑫月の定座の付句に漫然と﹁露﹂や﹁雁﹂の句が並んでいる
の変化が望ましい︒こういう時こそ歳時記を座右におき︑新
鮮な季語を用いる位の創作的態度をとることは連句上達の一
の道でもあろう︒

︾一″ｖ︾引川へ︶ｌ宙ｑ１ＪＪＣラグ｜・少十二

⑬時事句の見当らないもの︑又低調なものがあった︒もとも
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各連句グループの概況

１青葉城連句会
三三

○六九

五三年一月世話役ｌ小野寺妙子︒連絡先ｌ川Ｉ仙台
七名︑例会ｌ隔月一回︒

市梅田町四ノー八小野寺方︒ＴＥＬ○一三二

結成
三︒会員数

としている︒冬男主宰は零雨に師事し草茎社の独吟歌仙三十

一人集に﹁花のいのちの巻﹂が入集し捌きを許されている︒

一○一三幹事ｌ東城伸吉︑

連絡先ｌⅢ北区豊島四ノー六ノ三四王子ビューハイッ四○三

九二七

加藤光樹︑高野夜穂︑岩城順子︑斎藤八千代である︒

宇咲方ＴＥＬ○三

３あしべ連句会

九三

五三年三月代表幹事Ｉ片山多迦夫︑連絡先ｌ肺１ｍ

七名︒方針ｌ同好の士文台により付廻し歌

川西市鶯台ニノニ四ノー三片山方︒ＴＥＬ○七二七

結成

八七三一・会員

仙一巻満尾毎に一堂に集り合評する︒正式の捌がいないので

発句に選ばれた作者が進行を努める︒代表幹事が清水瓢左の

２あした連句会
沿革ｌ宇田零雨門の﹁あした連句会﹂は宇咲冬男を主宰とす

ール文化教室内連句教室︵毎月第二木曜︶と江東区芭蕉記念

す︒顧問ｌ宮坂静生︒連絡先

結成

五五年一二月連句集﹁芦辺﹂第一集

指導を受けている関係上時折作品の叱正を求めている︒現在
を発行した︒

満尾巻数一五︒出版物

る︒四三年一○月創刊した﹁梨の芯﹂を改名した俳誌﹁あし
た﹂は俳句を通じ美しい日本語の伝承に努める一方︑現代連

館俳諾教室︵毎月第四水曜︶で実施されている︒あした歌仙

下立田田多井方︒ＴＥＬ○二六

４梓川連句会

句を復興する趣旨に基き︑毎号歌仙掲載を立前としている︒
現在誌友中連句の実作に名を連ねている連衆は近く百人に達

の特徴は︑季語は成可く手垢じみていないものを付け︑亡び

する︒冬男主宰による定期的な歌仙指導は︑熊谷市ニットモ

そうな季語を歌仙の中で魂を入れる︒クラブで興行の時は同

心の連句会で作品は﹁墾道﹂へ掲載︒

毎月随時梓川村農村改善センター︒特徴ｌ全員農村主婦を中

七一八−三八○八︒例会ｌ

抑ＩⅣ長野県南安曇郡梓川村

五一年二月︒師系ｌ根津芦丈︒代表者ｌ田多井み

字全句去りとし︑歌仙の類型化︑マンネリ化を防ぐに努め︑

仮名は五句去りで一巻の内多くて四個所に留めることを目標
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５市ヶ谷連句会
結成 三二年五月師系ｌ松根東洋城・小笠原樹々代表者
ｌ伴野渓水会員 一○名連絡先ｌ脱新宿区市ヶ谷加賀町
ニノ三伴野方ＴＥＬ○三 二六○ 六七五○方針ｌ楽而
日々新例会ｌ渓水居を主とし毎月開催︑作品は連句研究へ
発表

６市川俳譜教室

四五年一○月開設︑市内小学校ＰＴＡ俳句部竹組

所在地１ｍ市川市市川一ノ八ノー今泉ビルＴＥＬ○四七三
一三 四一二四師系藤井紫影ｌ宇田零雨主宰ｌ今泉宇
涯沿革

女苑﹂からも優秀な連衆が参加し︑長崎から空路特訓を受け

二二

四二

に来る同人もあり︑いやが上にも充実して来た︒連絡先１ｍ

市川市市川一ノ八ノー今泉方ＴＥＬ○四七三
一四︒

７奥美濃連句会

版物ｌ水野隆著連句集青玄抄方針ｌ現代の文学としての連

結成 四八年二月代表者水野隆連絡先ｌⅧｌ婬岐阜県郡
上郡八幡町新町九二九おもだかや方会員 一三名主要出
句の創作︒

８小布施連句会

九名︑例会

ｌ毎月第一日曜鴻山館にて出版物ｌ稲田美恵子著﹁小布施

五四年一○月代表者ｌ三好竜肝会員

の連句﹂既刊︒毎月の作品は須坂新聞に発表中その他ｌ郷

梅組に呼掛け︑吟行の小閑を利用して連句の基礎講座を開き
又帰路の車中に実作の楽しさを味わせた︒四八年連句部松組

土の偉人高井鴻山の俳譜研究を目的として実作に励んでおり

結成

るため大部分中高年層が占め現代生活を詠う新鮮な昭和連句

員は多い︒連絡先汎／蛇長野県小布施町中町稲田美恵子︒

蓼太︑白雄︑葛三︑一茶︑永機等が来吟指導したので潜在会

を毎月第一水曜に開講した︒会員はＰＴＡ俳句部の主婦であ
には些か物足らない思いから︑五一年五月樺組を発足させ毎

六一

五五年五月世話人ｌ金田禾白連絡先ｌ加東久留米

○六○三金田方沿革ｌ旅と俳句を楽しむ会の会員七名にて

市ひばりが丘団地二八ノー金田方ＴＥＬ○四二四

結成

９香保里会

月第四土曜をこれに当て︑現代社会の真只中で活躍の若いセ
﹁沖﹂の同人中最も進歩的な人材が参加し一挙に清新な気運

ンスを連句に導入することに成功した︒この權組には俳誌
が教室内に漆って来た︒連句興行の場は毎月の例会場の他
﹁沖﹂の勉強会︑同人研修の車中︑正月恒例の初俳詰その他
文音乃至電話歌仙等活発な実作活動を展開中で﹁浜﹂﹁俳句
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毎月随時例会を開催︑野口里井指導︒

川佳菊会
代表者ｌ松野京湖連絡先ｌ側︲証浜松市半田町一四○四松
野方ＴＥＬ○五三四 三四 二○五八会員 四○名以上

葉﹂発行その他ｌ石川県社会教育センターの一水会にて山

結成 五六年三月代表者ｌ山本清嗣連絡先ｌ卿金沢市本
多町一ノー山本方会員 四○名例会ｌ毎月一回定例会開
催の外文音吟行実施出版物ｌ山本清嗣著句文集﹁銀杏黄

本清嗣講師により連句教室開催中︒

結成

脾かびれ連句会

処︑山岡暁風︑清水瓢左等の指導風交を受け同門の薫陶に当

市本宮町二ノセノニ五かびれ社ＴＥＬ○二九四

出版物Ｉ森月鼠傘寿記念﹁美知徒連﹂沿革ｌ佳菊庵四世森月
鼠は四○歳の時父の跡を襲ぎ栩木酉水︑寺崎方堂︑高柳芹
ったが五三年高弟京湖に佳菊庵を譲り白寿荘を号している︒

三○八会員

一

五二

二名師系Ｉ宇田零雨︑阿片瓢郎例会

結成 五五年一○月代表者ｌ平山柊一郎連絡先ｌ川北区
王子本町一ノニニ北区役所課税課ＴＥＬ九○八 一二一

帽北区連句研究会

三六七一・

訓日立市石名坂町二八八ノ四西方ＴＥＬ○二九四

二一

四七年三一月代表者ｌ小松崎爽青連絡先ｌ洲日立

Ⅲ花泉会
二○年二月師系ｌ伊藤月草代表者ｌ馬嶋春樹

三四一会員 一九名師系ｌ大竹孤悠例会ｌ毎月第四日
曜かぴれ社方針ｌ連句に現代性を持たせる幹事ｌ西幾多

結成

五○名︑信条ｌ無弟子︑無結社︑無雑誌・権威盲従の否定

連絡先ｌ剛︲狸埼玉県日高町台五五一ノ三︵三六ノ八︶馬嶋方
会員

不断求新︑国際交流を方針とし特に海外に一六個所の連絡所
を持ち米国︑西独の俳人に連句のため特別指導を行っている︒

吃かつらぎ

ｌ毎月第四土曜出版物ｌ機関誌﹁北灯﹂年一回︑会報﹁木

陥義仲寺連句会

回方針ｌ芭蕉俳譜の研究と現代連句の実作︒

沿革ｌ昭和四年創刊後一六年に連句部門を設け主宰阿波野青

○八三七

畝選の短連句及び主宰作品を毎号発表連絡先ｌ鯛西宮市上
四一

枯﹂隔月発行行事ｌ北区職員文化祭参加︑宿泊連句会年二

甲子園一ノ五ノ六ＴＥＬ○七九八

旧金沢連句研究会
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二○名行事ｌ毎年二月一二日時

結成 四三年五月代表者ｌ斎藤石里連絡先ｌ剛大津市馬
場一ノ五義仲寺師系ｌ渡辺水巴︑大谷碧雲居例会ｌ毎月

第二土曜無名庵会員

昭草茎

結成 一○年二一月主宰ｌ宇田零雨連絡先ｌ剛世田谷区
代田四ノ六ノー宇田方ＴＥＬ○三 三一二 ○四二○師
系Ｉ藤井紫影会員 三○○名出版物ｌ月刊草茎誌の外和

二八八一

四二年二

雨忌︑五月二一日奉扇会︑時雨忌は翁の句を発句としての脇
起り︑奉扇会の発句は蝶夢法師の句︒定例出版物

綴歌仙七巻物﹁松過ぎ﹂始め四冊出版主張ｌ現代の連句

二三

九八○年の鵺料理﹂として刊行︒

句会会報として俳誌﹁青女﹂に公表︑﹁世界俳句選集﹂及．

倣す反面森羅万象宇宙界の万物を師匠とする作品ｌ札幌連

グループへの類似から遁走を希求︒現在結社は凡て教師と看

伝統的式目は形式的には過激な程に厳守︒内容的には現存各

結成 五三年世話人ｌ窪田薫連絡先ｌ川札幌市中央区北
六西二三窪田方ＴＥＬ○二 六三一 四○○九方針ｌ

釦札幌連句会︵俳譜寺芭蕉舎︶

仙集﹁花のさきがけ﹂刊行

結成 四三年一月代表者ｌ暉峻桐雨連絡先ｌⅢ千代田区
内神田ニノーニノ五内山回漕店方会員 七名出版物ｌ歌

旧くのいち連句会

等著書多し︒

その他ｌ連句集﹁花筐﹂﹁続花筐﹂の外﹁草茎連句の鑑賞﹂

月より﹁義仲寺を創刊幹事ｌ吉岡健次剛橿原市豊田町一
二六ノ九九︒︵大津義仲寺ＴＥＬ○七七五

神田義仲寺連句会

結成 五二年五月代表者ｌ斎藤石嬰連絡先ｌⅢ千代田区
内神田一ノ六ノ六幹事ｌ伊藤宗峰
五二年二月幹事ｌ高橋徴代測浦和市大谷口九一ノ

神田義仲寺連句会婦人の集い

一ハ

結成
伊豆芭蕉堂連句会

結成 五一年一月連絡先ｌ畑ｌ皿伊東市富戸九八○斎藤方
幹事１石渡蒼水仙伊東市弥生町三ノー

一二三四

五三年一二月世話役ｌ大野国士連絡先ｌ川岐阜市

〃岐阜高校連句会
結成

三一

一○名沿革ｌ獅子門に属する傍ら校内で七部集の勉

大縄場三ノー岐阜高校ＴＥＬ○五八二
会員

強会を開き文芸部生徒と半歌仙を巻きつつあり︒
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訓三冊子研究会
一五名例会ｌ

○師系ｌ清水瓢左会員

一二名方針ｌ正しい蕉風の道

統を継ぐことを目的に﹁はいかい練習﹂を発刊し︑自他場厳

守によって打越を避けることの新人への徹底出版物ｌ三好

三四年代表者ｌ宇和川匠助会員

結成

竜肝著﹁蕉風連句の道﹂が刊行済

一○○

名定例出版物ｌ月刊﹁獅子肌﹂発行方針ｌ伝統俳句と連

ｌⅧｌ皿岐阜市黒野古市場一九三国島方連句会員

結成ｌ大正七年主宰ｌ沢田芦月師系ｌ各務支考連絡先

泌獅子門

毎月第四士曜師系ｌ寺田寅彦連絡先ｌ高知市福井町一六
九ノー二徳岡方ＴＥＬ○八八八 七二 七○八一その他
ｌ連歌俳諾文学から現代俳句へのテーマで宇和川代表が市民
講座を開設し一○○名の受講者あり

塑三如会
七名︑連絡先

○存

句の研究

五六年三月世話役ｌ渡部伸居会員

結成

皿千代田区須田町一ノー六阿野金庫方出版物１年二回﹁存﹂

結成

三六八

○九八五その他ｌ毎月渋柿誌に会員の歌仙を
発表している︒

三

連絡先ｌ川新宿区高田馬場四ノ三二ノーニ松岡方ＴＥＬ○

結成ｌ大正四年主宰ｌ松根東洋城ｌ野村喜舟ｌ徳永山冬子

恥渋柿

ること︵本会は五六年解散︶

の評価を得たもののみ﹁存﹂に掲載現代蕉風真価を発揮す

の発行方針ｌ毎月一回作品の合評や共同研究を行い研究会

四七年会員 一二名代表幹事ｌ安達昇連絡先ｌ

ｌ剛ｌ似松山市小野町一五渡部方ＴＥＬ○八九 九七五
一五三二例会ｌ毎月三如庵方針ｌ連衆全員が蕉風連句を
る︒

継承しよき捌手となることを目標に実作と研究を進めてい

四六年九月代表者ｌ鈴木北伸連絡先ｌ恥神奈川県

配鴫立庵連句会
結成

六一

四名例会ｌ随時鴫立庵

大磯町東町三ノー○ノ四○鈴木方ＴＥＬ○四六三

○四五一師系ｌ山路閑古会員

型慈眼舎連句会
結成 五三年五月代表者ｌ三好竜肝連絡先ｌ川品川区東
五反田五ノーニノ六ノ八○三ＴＥＬ○三 四四四 五二八
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秋紅文音連

上鶯ノ宮一ノー六ノー三鈴木方ＴＥＬ○三

九九九

四六

しみと日本語による表現及び連想の詩的達成を目指し式目に

六三会員 二○名例会ｌ日時不定︑年四 八回大隈庭園
完之荘定例出版物ｌ鈴連句会方針ｌ専ら連衆の文学的楽

結成 四九年世話役ｌ大野秋紅連絡先ｌ伽安城市里町荒
井三一大野方ＴＥＬ○五六六 九七 八○八三方針ｌ俳

二六年二月代表者ｌ美濃豊月師系ｌ寺崎方堂連

九一五九連句会員

一○○名以上定例出版物ｌ

三五年代表者ｌ久野渓流師系ｌ寺崎方堂連絡先
四五二会員数

二五名例会ｌ毎月第四日曜神

代表者ｌ森三郎師系ｌ石沢無腸連絡先ｌ埼玉県寄居町九
八二森方ＴＥＬ○四八五 八一 ○○七七幹事寄居町五
三五ｌ石川光男例会ｌ毎週土曜夜出版物ｌ寄居文芸﹁埣

駆嘩啄会

には正式俳譜を行う︒

田公民館方針ｌ初心者への指導に留意行事翁忌︑楓園忌

九二

ｌ川Ｉ舵豊明市阿野町上納九一ノ六鈴置方ＴＥＬ○五六二

結成

○正風大府支部

月刊﹁正風﹂方針ｌ正風十言の文字に象徴されている︒

二五

絡先ｌⅧ大津市秋葉台三五ノ九正風発行所ＴＥＬ○七七五

結成

釧正風

誰かに祝事ある時はその人が発句を作る︒

は特にこだわらず︑興行は即吟︑順付︑衆判とする︒連衆の

九名

譜の両輪たる俳句と連句の両立を祈念し︑自由に個人的に同

好の縁者と文音を重ねるために風交会員

一六名方針ｌ都心

四四年二月代表者ｌ清水瓢左連絡先ｌ加鎌倉市

羽湘南吟社
結成
七里ヶ浜東ニノニ六ノ四清水方会員

連句会の別働隊として東京以外の地方会員を中心に例会を催
一○四高橋笑楽︒

している︒初懐紙には年々百韻を興行︒幹事平塚市四之宮一

三六年九月代表ｌ宮坂静生顧問ｌ東明雅連絡先

羽信州大学連句会
結成

五七

二八名例会ｌ毎月第

抑︲弱松本市寿台四ノ五ノ三宮坂方ＴＥＬ○二六三

二四六一師系ｌ根津芦丈会員
ｌ俳譜研究と実作を併行し進める︒

四日曜信大宮坂研究室出版物ｌ﹁墾道﹂年二回刊行方針

五二年一○月代表者ｌ鈴木香歩連絡先１噸中野区

訓鈴連句会
結成
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啄﹂

九名出版物ｌ今泉亡機著﹁五元集の研究﹂

三四

四九四四

四九年七月代表者ｌ今泉忘機連絡先１ｍ船橋市本

詔第六天連句会
結成
会員

中山ニノニノニ○今泉方ＴＥＬ○四七三

一六

五○年会員ｌ同人制一○名連絡先ｌⅢ尼崎市塚口

剥丹想
結成
町一ノニニノーノニ○七秋山方ＴＥＬ○六Ｉ四一二
○六例会ｌ毎月一回︑定例出版物Ｉ﹁丹想﹂年二回

弱東京義仲寺連句会
結成 四六年一○月代表者ｌわだとしお師系ｌ野村牛耳
連絡先ｌ脳中野区江古田四 一八 二わだ方ＴＥＬ○三
二三一二例会ｌ毎月第二︑第四日曜︑文京区関口

三三三

四八八○会員

三十余名例会ｌ毎月第一月曜︑

行事ｌ大山阿夫利神社にて正式俳譜興行出版物

五六年一

新宿区西五軒町真清浄寺方針ｌ蕉風俳譜の伝統を継承する

一月﹁踏青余韻﹂刊行他多数︒作品通巻三七○余巻

師戸塚連句会

結成 五四年八月代表者ｌ八木荘一連絡先ｌ蜘横浜市戸
塚区深谷町六七一八木方会員 二○名例会ｌ毎月第一日
曜戸塚センター

二○名連絡先ｌ剛松山市溝辺町

認南海放送学苑連句教室
代表者ｌ永田黙仙会員
一○○九永田方

釣白燕連句会

結成 二三年五月代表者ｌ橋間石連絡先ｌ剛神戸市中央
区海岸通三ノーノー六佐野方師系ｌ寺崎方堂会員 二○
名例会ｌ毎月第二日曜垂水年金会館方針ｌ伝統に根ざし

三八七

芭蕉庵定例出版物ｌ月刊﹁杏花村﹂行事ｌ春心敬忌︑秋
俳譜時雨忌方針ｌ蕉風俳諾の継承と発展︑現代連句の確立

つつも現代に生きる新しい連句を目指す︒例会では歌仙実作

行う︒作品や評論は俳誌﹁白燕﹂に掲載する︒

と同時に芭蕉七部集︑去来抄等の勉強と新しい連句の試作を

を願って﹁開かれた座﹂を持つこと

妬都心連句会
結成 三四年七月代表幹事ｌ大林杣平師系ｌ根津芦丈
連絡先ｌⅢ杉並区南荻窪三ノー九ノ九大林方ＴＥＬ○三１
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細白桃連句会
五二年七月代表者ｌ斎藤吾朗連絡先Ｉ州ｌ蛇西尾

褐東松山連句会

結成
結成

七五

一四六一

曜松山市立小野公民館方針ｌ現在は主として文音で歌仙を

五名例会ｌ毎月第一土

市平井一五○八重松方ＴＥＬ○八九九

五三年四月代表者ｌ重松冬楊連絡先ｌ剛ｌ蛇松山

市上矢田町郷後二八斎藤方師系ｌ宮下太郎会員 八名
方針ｌ俳誌白桃の若手有志への啓蒙例会ｌ不定時

師系ｌ永田黙泉︑阿片瓢郎会員

判八戸俳譜倶楽部

松喜久会

どれかの捌きをしている︒従て同時に数巻進行している︒今

仰ぎ︑会員で交換し校合することにしている︒

後半歌仙で捌きを交替する方法も取入れ︑満尾の巻は高評を

巻く︑捌きをすることが有効な勉強方法故各自一巻を受持ち

雅会︑四月百仏洞北村古心忌会︑五月梅香会ｌ八戸藩七代藩

結成ｌ明治三六年代表者ｌ関川竹四連絡先ｌ剛八戸市湊
町上の山五五ノー関川方会員 五八名年中行事 一月初

戸の俳譜﹂他多数

主南部信房忌会︑九月観月会︑二月時雨忌会出版物﹁八

四九年二一月世話役ｌ岩崎利一連絡先ｌⅧ中央区

銀座六ノ九ノ四岩崎方ＴＥＬ○三 五七一 ○三一九師
系ｌ阿片瓢郎会員 三名例会Ｉ毎月一回芙蓉石油開発

結成

五五年二月代表者ｌ鈴木春山洞連絡先ｌ剛ｌ似

担芭流朱︵ばるしゅ︶連句会
結成

方針ｌ各人の持味を生かしつつ落着いた句作りにより式目に

妬松山連句会

かなった一巻をまとめることに努めている︒

○

五一

三○名師系ｌ松根東洋城ｌ野村喜舟ｌ阿片

松山市三津一ノ三ノー三鈴木方ＴＥＬ○八九九

○六四会員

研究し︑興味関心ある方に解放︒連句を作り︑付け︑捌き︑

瓢郎例会ｌ不定期方針ｌ連句を愛し︑実作し︑楽しみ︑

のである︒

読んで︑楽しみ︑後から読んでも面白い連句を作ろうとする

結成 四三年八月師系ｌ星加帯木・富田狸通代表者ｌ永
田黙仙連絡先ｌ剛松山市溝辺町一○○九永田方ＴＥＬ○
八九九 七七 ○○一五会員 一五名例会Ｉ毎月最終日

曜方針ｌ連句を以て文芸の醍醐味となし地方文化の中心と
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なって連句の発展昂揚に寄与し︑来たる手へき世紀への橋渡し庵の会合等を中心に編集出版物ｌ天明俳人書簡集︑芝蘭子

六七二会員

六名方針ｌ現

六七

六○五一会員

三○○名定例出版物

五○年二月代表者ｌ久保田一久師系ｌ岡本春人

六名

五○年七月代表者ｌ阿片瓢郎師系ｌ松根東洋城︑

野村喜舟︑会員ｌ﹁渋柿﹂会員を中心に全国各地で二八○名

結成

馴連句研究会

ｌ毎月第三木曜会員

連絡先ｌ眼札幌市西区発寒一○条四ノ六ノー佐々木方例会

結成

○札幌かつらぎ連句会

奈良・堺

の写生と高度の情趣に基く作品本位︒支部ｌ東京・名古屋・

魅力﹂月例会ｌ第四土曜他︑旅吟会年四回主張ｌ高次元

ｌ月刊﹁連句かつらぎ﹂主要出版物ｌ岡本春人著﹁連句の

Ｌ○七九八

結成 二三年一月主宰ｌ岡本春人師系ｌ岡本松浜・阿波
野青畝連絡先ｌ脱西宮市二見町一四ノー三一岡本方ＴＥ

卵連句かつらぎ

とならんことを期すものである︒宗匠その他
五四年一月代表者ｌ星野石雀師系ｌ野村牛耳連

妬麿尼絵連句会
結成

六五八

絡先ｌ唖江戸川区東小岩六ノ三三ノ三一秀和レジ六二星野

方ＴＥＬ○三
代連句の凡ゆる可能性の追求

谷中連句会

八名

結成 五六年五月代表者ｌ宮下太郎連絡先ｌ川ｌ多摩市
二ノ宮二五○ノー七例会ｌ奇数月第三土曜谷中朝倉彫塑館
会員

鴨横連句会
結成 五六年世話人ｌ岩橋柊花連絡先ｌ加横浜市保士谷
区初音ヶ丘五七岩橋方会員 三一名師系ｌ野村喜舟方
針ｌ東洋城寅彦歌仙の勉強

約落柿舎連句会

の諒解を得て﹁連句研究﹂を創刊したに始まる︒連句の興隆

﹁連句の集い﹂を俳句文学館で二年間開催したが︑其後﹁鹿

を計るため初心者の啓蒙に重点を置き︑俳人協会と提携し︑

以上︒沿革ｌ俳誌﹁渋柿﹂の編集者阿片瓢郎が主宰野村喜舟

版物１年六回﹁落柿舎﹂発行方針ｌ去来の随筆︑記事︑次

結成 四二年代表者ｌ奥西保連絡先Ｉ朏京都市右京区嵯
峨小倉山落柿舎会員 九名例会ｌ毎月第三火曜次庵出

−148−

三の転じ方︑付方の要点等初心者向の記事を掲載する外︑連

の機関誌﹁連句研究﹂は連句鑑賞の基準︑恋句の作り方︑第

夜小出方出版物連句集花野︑句集もの言ふ烏︑恋句曼陀

五一三六会員二名例会日時毎月二同第一・第三水曜

結成 五五年二月師系芦丈︑明雅︑代表者小出きよみ
連絡所釧松本市筑摩東二四一九ＴＥＬ○二六三 二五

の会﹂として独自で連句実作の指導を行っている︒隔月発行

句関係新刊書の紹介︑各種行事のＰＲ等にも努めている︒又

羅︑絵本あかつめくさの実︵近刊︶

結成四八年八月代表者吉本三菱連絡所翔栃木市室町

弼句華苑吟社︵追補︶

発会以来各地の愛読者とできるだけ友好的連絡を計って来た
結果青葉城︑鴫立庵︑東松山︑芭流朱︑三冊子︑松喜久︑北

いことである︒尚年来の願望であった連句懇話会が昨年二

区︑谷中等のグループが順調に発展して来ているのは喜ばし

三六六五例

一ノ十三︑吉本画廊ＴＥＬ○二八二

二三

月設立され当会がその事務局として奉仕できるのは光栄であ

会日毎月第二日曜会員五名出版物句華苑

以上グループ結成は大部分昭和五○年以降に属し会員数も

曜千代田区内神田信交会内会員数一○名

結成五○年代表者木村葉山世話人峰尾北兎連絡場
所川港区赤坂四ノ八ノー五工繊ビル五階同人社ＴＥＬ
○三 四○二 四三二師系宇田零雨例会毎月第一水

馴青葉連句会

る︒出版物ｌ丹想の石橋筑紫男との共著の﹁連句のしおり﹂
れている︒

は普通の入門書と異り二枚の印刷物であるので例会で重宝さ

○鹿の会
結成ｌ﹁連句の集い﹂終了後連句研究会が五四年一月初心者

実作の場として開始した︒講師ｌ阿片瓢郎︑宮下太郎例

一○名前後が多く︑機関誌を有するものも少く︑実作指導の

三五名以

上鶴︑春燈︑狼汗︑渋柿その他の結社から参加している︒方

往来も活発化し︑式目︑用語︑捌き等についての考え方も各

講座数も少ないが︑連句懇話会を通じ︑各グループ間の自由

会ｌ毎月第四火曜新宿俳句文学館にて開催︑会員

針Ｉ式目︑捌き︑連句用語に関する基礎的解説を毎回試みて

︵敬称略乞御寛恕︶︵阿片瓢郎︶

音︑句座を通じ︑連句人の増加が今後益々期待されると思う︒

グループでの特性を保ちつつも漸次平準化され︑独吟︑文

来たが︑最近は七部集以外の芭蕉連句についての鑑賞を続け
ている︒毎回半歌仙完成を目標としての実作指導である︒

塊花野連句会︵追補︶
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参考

関東

慈眼舎

都心連句会湘南
連句かつらぎ

関西一

｜
陰

東京義仲寺暦尼絵戸塚
第六天鈴
連句研究会︵渋柿︶鹿

其他
信大︑花野
小布施︑梓川

I

二︑各連句グループ年中行事一覧表

梅花忌︵支考忌︶三月獅子肌

義仲忌一月大津義仲寺施行

梅香忌︵南部信房忌︶五月八戸俳譜クラブ

心敬忌四月東京義仲寺

阿夫利神社正式興行五月都心連句会

奉扇会︵蝶夢法師忌︶五月大津義仲寺

″六月正風誌

沢

去来神祭忌十月落柿舎

札幌かつらぎ金

″十一月大津義仲寺

三︑各連句グループ月例会日時

連句かつらぎ第四土曜午後

信大宮坂研究室

かびれ社

連衆宅持回り

松山市小野公民館
鴻山館
戸塚センター
神楽坂真清浄寺
熊谷ニットーモール文化教室
関口芭蕉庵
垂水年金会館
次庵
俳句文学館
芭蕉記念館
市川今泉ビル
岡本春人居
文化センター
宇和川宅

時雨忌十月東京義仲寺︑八戸︑落柿舎

奥美濃

三冊子

青葉城白桃
東松山芭流朱

東松山第一土曜午後
小布施第一日曜午後
戸塚第一日曜一 四時

東京義仲寺第二日曜一時

都心連句第一月曜夜
あした第二木曜十時半

白燕第二日曜午後
落柿舎第三火曜

あした第四水曜一時半

鹿第四火曜一時

市川犀組第四土曜四時

北
区〃〃
三冊子〃〃

松山第四日曜十時

かびれ第四日曜一時

信大〃〃
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市ヶ谷香保里谷中

北区横鴫立庵松喜久

一松山三如
｜松山教室

一札幌
八戸

秋紅

南海放送

正風佳菊会
獅子肌︑岐阜高校

︵Ａは各地区間友好関係あるもＢには関係なし︶

草茎市川教室あした青葉連
かびれ
くのいち

花泉

句華苑

あ丹白義落
し想燕仲柿
べ、寺舎

一︑各連句グループの概況

A
B

あとがき
本年鑑の各グループの連句作品は提出資料
四篇の提出を依頼

そのまま収録した︒但し篇数は各グルー︒フの

沿革と会員数を考慮し一
寺へく御気付の方は御報下さい︒住所録の作成

とした︒連句界の概況は筆者調査洩れもある
についてはグループの都合により会員名簿未
入手の向きもあり︑東京︑千葉︑静岡︑愛知
滋賀の各地には多数の連衆がある筈であり︑
切望する次第である︒

将来は是非懇話会員と否とを問わず御連絡を
本書の内容には連句作品の詳細な鑑賞なり
が編集時日の関係から省略した︒資料提出の

連句界の進路についても触れるべきであった

連句年鑑編集委員会

グループの方々の御協力に対し深甚な謝意を
表するものである︒

昭和五十七年八月二十三日発行

昭和五十七年八月二十日印刷

昭和五十七年連句年鑑

定価一○○○円

送料三○○円

編集人代表阿片瓢郎

発行所魏埼玉県新座市石神一ノ五ノ九阿片方

七三

八七一四

連句懇話会
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九○○二四番へ︵連句懇話会︶宛

印刷局朝陽会

印刷所鵬東京都北区豊島四ノー

御注文の方は東京九

城戸崎丹花︶送金して下さい︒

郵便振替︵現金の時は畑杉並区善福寺三ノー○ノー五
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