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評論
連句の様式

伴野溪水
芭蕉の連句を知るためには︑去来の述作をかかすことが
できない︒蕉門の高弟は︑世に十哲というように多士済々

の先輩だった其角に書面をおくり︑論難の陣をはかること

となった︒これが有名な﹁贈晋子其角書﹂である︒

その説くところは︑先師の作風が︑奥の細道の旅をさか

いに一変し︑さらに後年︑炭俵︑続猿蓑で再変し︑かるみ

に移行した︒これでわかるように︑先師はたえず新風を追

い︑つとめて停滞の汚稜からまぬかれようと苦心されてい

た︒それにもかかわらず其角の作風は︑虚栗以来ほとんど

変化がなく︑依然として停滞をつづけているのは︑師の教

えにそむくもので︑名刀がなまくら刀になったのと同然だ
と論難した︒

万幅の信頼をよせられた人物としては︑彼に及ぶものがな

昔から和歌や俳譜の世界で︑忌憧のない批判や論難がまか

あり︑非礼のそしりもまぬがれないようだが︑我国では︑

論ずるところは︑はなはだ手きびしく︑行きすぎの感が

かったようだ︒師の芭蕉から︑西の俳譜總奉行といわれた

り通る風習にあったから︑くつに異をたてることもないよ

であったが︑出自︑人柄がよく︑学識・才能にめぐまれて︑

り︑気安く金の無心をされたりしたのは︑両者のあいだに︑

さて︑去来の論難にたいする其角の対応はというと︑こ

うだ︒

だけに︑蕉門の結束がみだれ︑ほころびが表面化してくる

の書簡を勝手に手直しして︑間もなく刊行された自選集﹁末

なみなみならぬ親和の情がかよっていた証左である︒それ

と︑去来のような真面目人間は︑たえがたい思いにかられ

若葉﹂のうちに収録しただけで︑正面から反駁しようとは

しなかった︒こうしたやり方は︑後に彼の味方に立った許

たにちがいない︒

芭蕉の死後三年目にあたる元禄十年になると︑彼は同門
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酒を飲んで花柳の巷に出入したから︑生活態度は乱れてい

よい︒その作風は︑はなやかで奇を好むところがあり︑大

十台の若い頃だった︒芭蕉の最も古い門人の一人といって

なった︒許六が去来に送った弁護の書面にたいし︑去来が

を買ってでたから︑事態は新しい局面をむかえることに

にむかいそうにみえたが︑同門の許六が横から其角の弁護

このような其角の消極的態度で︑この問題は︑一件落着

其角は多数の門人をかかえていたのであろうから︑宗匠の

た︒しかし︑情に厚いところがあったらしく︑親にはよく

回答するなど︑何回か書簡が往復されたが︑そのうち最初

六からも﹁人の辱しめを知らない﹂と難ぜられた︒其角は︑

孝養をつくしたと伝えられている︒芭蕉に親炎し︑その臨

の論争点はぼやけて︑議論は蕉門一般の俳論に移ってし

立場から︑無用の混乱をさけたかったと思われる︒

終に侍しては︑﹁芭蕉翁終焉記﹂の名文をのこしている︒こ

まった︒これをまとめたのが︑今に伝わる﹁俳譜問答﹂で

周知の通り︑天才的早熟児で︑芭蕉の門をたたいたのは︑

のような関係にあったので︑生前の芭蕉は︑去来などから

作風を変えることがいかに困難かは︑現代連句とても同

ある︒

うなところがあり︑かるみに移らぬという批判には︑〃伊達

様である︒この実例を東洋城連句でざっと見ることにする︒

其角について批難めいた質問をされると︑つねにかばうよ

のうちに細みあり〃などと︑いささか苦しい説明でかわし

松根東洋城は︑現代連句の開拓者の一人で︑子規とは同

郷だが︑ひとまわり以上若かった︒漱石につれられて子規

ていたから︑去来としては︑あきたらぬ思いにかられてい
たであろう︒

芭蕉の例は︑とくくつの才能をもった天才がよくなしうる

よるところが多く︑一朝一夕にかえられるものではない・

が︑あれだけ熱中しあんなに精進したものを︑︵子規は︶殆

城はこんなことを云っている︒﹁俳諸の創立者である芭蕉

となるとはなしは別で︑﹁子規・芭蕉﹂という題下で︑東洋

の影響をうけたことは確かだと思われる︒しかしこと連句

を訪問した記録もあるから︑すでに俳句で名をなした子規

ところの例外中の例外で︑他の門弟がいくら作風を変えよ

だいたい︑作風などというものは︑人それぞれの持味に

うとかかっても︑息ぎれがしてついてゆけない︒まして︑
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ー

研究は寧ろ俳句に先んじ︑俳句に立優ってなさなければな

結論するなど乱暴も甚しい︒作る作らぬは兎に角︑連句の

んどこれといふ研究をもなさずに却って直に連句非文学を

焼山に道の絶えたる旅路にて

帆もたぬ舟に風の麗か

鶯や今日も晴れたる湖の上

木

城

石木

東洋城

城

背負ひし琵琶の何を高鳴る

今はただ盲の眠る宿の月

木

らなかった︒又仮に子規其人は俳句の研讃に日も是れ足ら
ずで自ら之に従事する暇がないとしても︑弟子後進の誰か

瓢となって下がる夕顔

は︑それから十六年たった昭和十一年の作である︒

これは︑大正九年に巻かれた歌仙の表六句だが︑つぎの

でもをしてなさしむくく之が必要を力説して然るべきで
拳のつ︲たら言うＯ﹂

子規が捨てた俳譜を同郷の後輩東洋城がひろいあげ︑新

東洋城

喜舟

城

この両者をよみあわせてみると︑内容のことなるのは当
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しい連句として育てたのは︑運命の皮肉というべきだろう︒

うら／︑解ける庭の雪果テ

噂や椿林は鵯のもの

連句を巻くときには︑連衆の選択がやかましかった︒寺田

事繁く日永の雷を剃りかねて

東洋城という人は︑芸術家にありがちの一徹さがあって︑

寅彦︑小宮豊隆などの常連を相手に巻いた作品は︑相当多

十六夜は十五夜よりも真丸に

又あきかねる塗の箸箱

限られた少数以外連句には手を染めさせぬようしむけたら

秋野まぎれぬ草の起伏

数にのぼったが︑弟子たちには︑もっぱら俳句を指導し︑

しい︒そのため連句の普及には︑前進がなかった︒式目に

もよかりそうに思うのだが︑実際はかならずしもそうとは

は人なりといわれるが︑歌仙の短いつけ句にも︑作者の性

然として︑語りぐちでは︑おなじ響きがきこえてくる︒文

津っ○

いえない︒こころみに︑初期と後期の歌仙を比較してみよ

はあまりこだわらなかったから︑長い間に作風が変化して

〃

城舟

格︑境遇︑教養などからでるマクロの生地が透けてくるよ

釈しない人もあるであらう︒﹂と留保されている︒

さて︑東洋城以降の連句の様式は︑どうなったか︑実作

者がへったりして︑広範な問題に正しい答をだすことは

うだ︒

蕉門でとかく論議のたれになる不易流行の説や︑風体ま

に自然主義の影響をうけた構築がなされたものと思われ

むつかしい︒大ざっぱであるが︑私見をのべると︑ま

風体とは馴染みにくい言葉である︒現代用語でこれにお

る︒そして︑同時代以降︑他の連句も︑大勢としては︑こ

たはこれを別々に分けた風もしくは体の概念も︑これと深

きかえるとすれば︑様式だといわれている︒英語ならスタ

のような傾向をたどり︑さらにリアリズムの色彩を︑時に

ず東洋城連句の基調には︑芭蕉のかるみがあり︑その上

イルというところだろう︒岡崎義恵氏は︑﹁芸術としての俳

は濃く時にはうすくほどこした様式で推移してきたと思わ

いかかわりあいを持つらしい︒

譜﹂のなかで︑次のように述べている︒

遍的・永久的に妥当なるものと認められる文芸形象の様相

を見ると︑﹃風﹄といふのは︑論理的根檬の上に立って︑普

い様式も成立した︒ところが︑連句の世界は︑少数の

があり︑昭和にはいってからは︑新興俳句というあたらし

俳句の世界では︑つとに新傾向俳句がおこなわれたこと

れる︒

であると思はれる︒今日の様式論において︑個人︑流派︑

実作者が限られたわくぐみのなかで︑つつましやかに楽

﹁まづ︑一風﹄﹁体﹄の区別について許六の考へて居る所

階級︑社会︑地方︑時代︑国民性等が持つ様式と考えられ

しんできた趣があったから︑変革の土壌が成立しなかった

仙計満天星﹂が︑これを立証するように思われる︒

連句懇話会才二回全国大会で︑連句懇話会賞をうけた歌

作者が増えてくると︑この辺の事情に変化が生じてきた︒

と思われる︑最近になって︑連句の価値がみなおされ︑実

るものは︑﹃風﹂である︒﹂

﹁風﹂が様式であり︑様式を岡崎氏のように広く解釈する

と︑許六が云った﹁風﹂は﹁不易﹂にまで行きついて︑こ
のあいだの垣根がなくなってしまいそうである︒もっとも︑

岡崎氏はあとのくだりで﹁様式の意味をかやうに広義に解
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この歌仙の読後の印象は︑抽象絵画をみたような感じが
のこる︒連句の特質の一つである不透明さがつよめられ︑

この連句欠点と称せられるものによって︑逆説的に︑かえ

って面白さが増大した︒付合に緊密さをかいたにかかわ

らず︑読後に空疎感が残らないのは︑連衆のあいだに新
様式の理解と注意がはらわれたためと思われる︒直接叙法
の少ないのも︑この歌仙の特色で︑名残りの三句目に﹁東
京は車馬多くして落ちつけず﹂が現われているくらいのも
のである︒初折の折端に﹁春の兎の穴に夕星﹂とあるよう
な付け方が散見されるが︑これは異なる時間のイメージが
合成されたので︑実景離脱の意匠ともいうべきものである︒
現実無視のこの態度は︑抽象画とその行き方を一にする︒

このような作品が選ばれたのは︑意義ぶかいことだ︒芭
蕉にかえれという言葉はよく聞かされるが︑時計の針を逆
にまわすわけにはゆかないから︑この言葉の意味は︑芭蕉
の根本精神にかえれということだろう︒根本精神にかえる
とは︑不易流行の説にもとづく芭蕉自身の詩心への回帰と︑

新しい様式にたいする正しい対応のありかたが︑含まれる
と思うのである︒

− Q
−
ノ

連句に齢ける私性

藤井晴子
猿蓑︑灰汁桶の巻の名残裏に次の付合いがある︒

雨のやどりの無常迅速
昼ねぶる青鷺の身のたふとさよ
しよる／︑水に藺のそよぐらん

兆蕉水

○

のしる輩のみに候︒

ある智識の宣ふ

なま禅なま仏是魔界

稲妻にさとらぬ人のたっとさよ

Ｉ後略Ｉ

隠通が守袋に入れてとらせ度候

九月六日
曲水雅伯
旅窓

その初めの部分は︑湖南の正秀︑珍夕らの近頃の上達振

ととなる︒そこで︑胄鶯の句と稲妻の句とは︑いずれが先

宛書簡の九月六日と正に符節を合わせたように一致するこ

︵安東次男︑芭蕉七部集評釈︶という説に従うならば︑曲水

﹁きりぎりす︲｜から推して︑元禄三年八月下旬から九月中旬

ところで︑灰汁桶の巻の巻かれた時期であるが︑発句の

はせを

き句に言葉のみあれて︑酒くらひ豆腐くらひなどと︑の

｜此辺やぶれか皇り候へ共︑一筋の道に出る事かたく︑古

る

に芭蕉の脳裡に浮んだものであろうかということが興味を

I

季

い

りや︑越人の来庵などを報じ︑そのあと次のように記して

のと思われる︒そこでその書簡を読んで見よう︒

とは内容がよく似ていて︑当時の芭蕉の心中を吐露したも

稲妻にさとらぬ人のたっとさよ

三年九月六日付︶の中に記した

右の芭蕉の付句と︑芭蕉が曲水︵曲翠︶宛の書簡︵元禄

凡芭野
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き付けたのが稲妻の句であると︑このように私は想像する︒

なお曲水は膳所の藩士で︑清廉高潔の士︑芭蕉もその人

惹く︒

歌仙が先として推理して見ると︑前句の﹁雨のやどりの

さて元禄三年は︑芭蕉にとって初めて積極的に自己の抱

物を高く評価し信頼していたので︑曲水宛の書簡が多く

これに対し芭蕉が︑その辺りの風景として胄鷺を配した

く文学観を文章として世に発表する為に﹁幻住庵記﹂を執

無常迅速﹂は俄か雨に︑人家の軒先を借りて空模様を見上

事はごく自然であろう︒その鷺が白鶯では面白くない︒青

筆︑去来︑凡兆らにも意見を求めるなどして度々書き換え︑

遣っているが︑いずれも真情を吐露した文面である︒芭蕉

鷺は鷺の中でも独特の風格を持ち︑あたかも白髻を風にな

会心の槁を成すべくけんめいの時期であった︒もちろんそ

げている人物と︑その空と同様に変り易い世の中の頼り無

びかせている杜甫といった所である︒その青鶯が無心の如

れは猿蓑に載せる為のことである︒その﹁幻住庵記﹂の一

にとって語るに足る数少い友人の一人であった訳である︒

く︑何時間も同じ場所に立ち尽して動かない︒まるで真の

節を思い出して見よう︒

さへの想いを照応させている︒

悟道に入った哲人が大愚のように昼を眠りこけているよう
にも見える︒先の手紙から考えると当時の芭蕉にはその無

なまじ仏教思想の奥義を極めたような野水の句に対し︑

に似たり︒っらっら年月の移りこし拙き身の科をおもふ

さむとにはあらず︒や易病身人に倦んで︑世を厭ひし人

﹁かくいへばとて︑ひたぶるに閑寂を好み山野に跡を隠

﹁無常迅速﹂などと簡単に言うが︑真の意味がわかっている

にある時は仕官懸命の地をうらやみ︑一たびは仏籠祖室

心さが何とも尊く思われたものらしい︒

のか︑という野水への椰楡を含む芭蕉自身の述懐という所

の扉に入らむとせしも︑たどりなき風雲に身を責め︑花

鳥に情を労して︑暫く生涯のはかり事とさへなれば︑終

であろう︒

たまたま野水の前句に触発されて成った付句ではある

に無能無才にして此の一筋につながる︒楽天は五臓の神

L

が︑その想いを俳句に案じ変え︑それを曲水への便りに書
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を破り︑老杜は痩せたり︒腎愚文質の等しからざるも︑
いづれか幻の栖ならずやと思ひ捨て臥しぬ・﹂

この文章に流れる芭蕉の思想を下敷きにして先の青鷺の
句と稲妻の句を合わせ味わうとき︑これらの句の裏にひそ
む芭蕉の人生観︑文学観が一層よく偲ばれるであろう︒

当時の芭蕉は︑世俗の出世のみならず︑仏教や儒教など
に拘束される事からも逃れ︑生来︑己れの血の中に流れて
止まぬ己れ自身の好む道を歩き出すべき事をはっきり自覚
していたらしい︒それが﹁かるみ﹂への道でもあった︒

先の書簡にも︑湖南の連衆が︑未だ学問や固定観念に捉
われて︑真に己れの心に忠実な自由諮達な俳譜の道に出ら
れないでいる事を嘆いている︒
結局︑
紀
芭芭
蕉蕉
はは
俳俳
譜譜
のの
理理
念念
をを
﹁肩
幻住庵記﹂に書き︑それが理解
壱連句には青鶯を理想の象徴と
されない
い嘆
嘆き
きを
を曲
曲水
水に
に訴
訴え
え︑︑
して点じ︑稲妻の
の句
句は
は余
余り
り露
露畢
骨に言い過ぎた句であるが︑
所謂述志の一句である︒

かるみを称えた当時の芭蕉にしてはむしろ内容の重い句
である︒猿蓑の歌仙に膝ける芭蕉の付句を拾ってみると﹁市

中や﹂の巻には

草庵に暫く居ては打やぶり

があり︑これも西行の面影に重ねて︑むしろ自分自身を表

現しているように思える︒

しかし元禄四︑五︑六年頃の芭蕉の付けは概して軽く︑

自分を離れたものが多い・

元禄七年六月初旬︑上方に滞在中の芭蕉は深川に残して

来た寿貞尼の計報に接した︒芭蕉の心中はいかばかりで

あったろう︒次の手紙は親族の一人︑猪兵衛に宛てたもの

であるが︑中の哀切極まる次の一節にも心中を窺い知るこ
とが出来よう︒

﹁寿貞無仕合わせもの︑まさ・おふう同じく不仕合︑とか
く申し尽し難く候・

Ｉ中略ｌ

何事も／︑夢まぼろしの世界︑一言理くつはこれ無く候・

ともかくも能き様に御はからひなさるべく候︒理兵衛も

うろたへ申すべく候間とくと気をしづめさせ︑取乱し申
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』

さぬように御示しなさるべく候︒

六月八日
猪兵衛様

露ははらりと蓮の縁先

夏の夜や崩れて明けし冷し物

た﹁夏の夜や﹂の巻である︒

桃青

この手紙から八日後に巻かれたのが︑続猿蓑に入れられ

'一一

曲

木節

公羽

表六句も紹介する︒六月中に巻かれたと確実に分かってい
るのはこの二巻だけのようであるから︒

秋ちかき心の寄るや四畳半
しどろにふせる撫子の露

月残る夜ぶりの火影打消して
あられ

起きると沢に下りるしらさぎ

降りまじる丸雪みぞれの一しきり

手のひら拭いて糊ざいくする

１以下略Ｉ

翁節考然

を離れ︑深刻になるのを避けたのではないだろうか︒

思うに芭蕉は︑発句に自己表現を賭け︑そのあとは自分

しまっている︒

下場句に到るまで極めてさらさらと他人ごとで押し通して

しかし︑二つの歌仙共に︑揚句まで読んで見ると︑脇以

雰囲気を象徴していると思う︒

の心であり︑下五は具体的なその場の物を以て︑その場の

発句である︒どちらの句も中七は︑今にも崩れそうな芭蕉

の心遣いを謝しつつ︑深い心の創の隠しようもない芭蕉の

達の設けた席に招かれての客としての挨拶である︒弟子達

発句は当然芭蕉である︒傷心の師を慰めようとして弟子

支惟

これが︑芭蕉の到達した﹁かるみ﹂の理想ではなかった
だろうか︒
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鶯はいつぞの程に音を入れて
ほうご

古き革篭に反故おし込む
月影の雪もちかよる雲の色
しまうて銭を分ける駕かき

１以下略Ｉ

蕉考然高翠蕉

序でに︑その五日後に巻かれた歌仙﹁秋ちかき﹂の巻の

苗支惟臥曲芦

さ

許六は﹁俳譜問答﹂の中で次のように書いている︒
﹁玄梅が集に四畳半の巻といふ俳譜あり・是後猿の趣と見

が︑無理に勤めたこれら三つの俳席で︑しみじみと己れを

詠った事に私は大変新しみと親しみを感じるのである︒

籾︑話が大変飛躍するが︑私が最近読んだ尾形仇氏の﹁俳

﹁メキシコの詩人オクタビオ・パスは︑他者の中に自己を

句と俳譜﹂の中に︑

しかし︑芭蕉は更に死を目前にした九月十三日には﹁升

実現しようと志向するかれ自身の詩論の実践として︑そ

えて︑あまみをぬきたる俳譜也﹂

買て﹂の巻を︑同十九日には﹁秋もはや﹂の巻を︑そして

れぞれに国籍と母国語を異にする三人の詩人たちとパリ

というような考え方ではないかと思うのだが︒

相手を深く知り︑自己を表現し︑そして小宇宙を実現する︑

のことで︑連句なり連歌なりを取り入れるとは思われない︒

識の強い欧米人が単なる仮構の文芸の共同制作というだけ

精しい事はその詩論を知らない私には分からないが︑自意

他者の中に自己を実現するという事がどういう意味か︑

という一節を見出し︑はたと膝を叩いた︒

で詩の合作を試み︑それをレンガと名付けた︒﹂

最後の席となった﹁白菊の﹂の巻は同廿七日に巻いている︒

それらの歌仙の中に芭蕉の付句として次のようなものを
見出すのである︒
どりじゆう
雌めんの
此の中うせて一羽鶏芭蕉

︵﹁升買て﹂の巻︑名ウ︶

笑ふ事より泣くがなぐさみ翁
︵﹁秋もはや﹂の巻︑名オ︶

野がらすのそれにも袖のぬらされて翁

これらの付句の一つ一つについて書く紙数が無くなった

を手本に︑かるみの歌仙を追いかけて満足していられるで

の影響の強い現代人が︑無条件に﹁猿蓑﹂あるいは﹁炭俵﹂

我々日本の現代人も︑元禄時代とは自意識が違う︒西欧

が︑﹁白菊の﹂の巻興行の前日︑芭蕉は﹁此秋は何で年よる

あろうか︒

︵﹁白菊の﹂の巻︑名ウ︶

雲に烏﹂の句を得ていた︒既に死の病いを発していた芭蕉
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芭蕉が最後の歌仙で見せたように︑私性を導入する事が︑

連句専門誌︵隔月刊︶

連句研究

〒況埼玉県新座市石神一

五

九阿片方

三七三七八番

連句研究会

振替口座・東京七

︵送料共︶

誌代一年分二︑五○○円

文音の連句と俳句︵月刊︶

連句かつらぎ

〒㈱兵庫県西宮市二見町一四 二三一岡本方
振替口座・神戸二 六四○九番

二

︵送料共︶

誌代一年分七︑二○○円

花村
俳譜雑誌︵月刊︶

木口

一八

六五一二番

杏花村塾

〒脳東京都中野区江古田四

振替口座・東京六

誌代一年分六︑○○○円
送料一年分一︑四四○円
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連句の文芸性を高めることになるかも知れない︒研究すべ
き問題ではないだろうか︒

●１９０

● ÷

あろう︒﹂

右の﹁玉がころぶ﹂とは︑具体的には八三句目の転じＶ

を指している︒人情︑素材︑景の内外︑用語︑イメージの

第二回連句懇話会賞の候補を幹事として五篇選ぶよう

じこそがイメージの運動を起こすエネルギー源なのであ

さらにいえば︑あらゆる形式の連句に船て︑三句目の転

﹁第三﹂の難しさ

性質などさまざまな点で打越句と同趣同巧に陥らぬことが
︑︑︑︑︑︑︑︑

八転じＶの基礎条件になること︑改めて申すまでもない︒

に︑と︑詮衡担当の松村武雄幹事から命じられた．五十八

る︒第三は開巻たちまちに﹁転﹂の役を仰せつかる︒その

山地春眠子

年度の﹃連句年鑑﹄をそのつもりで読み直したところ︑改

ために︑留めの文字がどうだとか︑大山小山杉形などの形

そして︑玉がころび始めるその最初が︑第三なのだ︒

めて﹁第三﹂の難しさを痛感したので一筆させていただく︒

がどうだとか︑厄介な荷物を背負いこまされているのだけ

も初心のころはどんな連句がよいのか五里霧中であった︒

の転じＶの原点を確認することが大切なのではないか︒だ

れど︑そんな荷物を一旦振り捨ててもよいから︑八三句目

すぎなり

東明雅さんの﹃夏の日﹄に︑こんな文章がある︒﹁私ども

その頃︵注︑昭和三十年代︶指導して下さっていた故根津

露草や午前六時の刻があり

から︑たとえば︑

のある句が交っているのがよい俳譜ですだ﹄と教えられた︒

野分の荒れて歩行難し

芦丈師は難しいことは何も言われず﹁玉がころんで︑ツブ

﹁玉がころぶ﹄とは一巻の進行に無理がなく︑人情の有無．

月今宵はやき雲足仰ぎっ塾︵弱頁︶

のように︑①﹁午前六時﹂と﹁今宵﹂と︑時刻を示す点で共

景の内外などが自然とうまく変化して行く意であり︑﹃ツブ

のある句﹂とは一巻のヤマになるような新しくて含蓄のあ

通し︑②﹁露﹂と﹁月﹂と︵降物と天象ではあるが︶古来背

ふりものてんしよう

る句のことである︒確かにこれがよい連句の最低の条件で
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負っている情感の質が共通し︑③しかも発句と第三とは全

体の気分においても共通するｌと私には見える作品があ
る︒この場合︑なぜ第三にこのような句が置かれているの
か︑不可解と言わざるを得ない︒

以下︑発句と第三との打越句同士で支障があると思われ
る実例を若干あげる︒

揚げ船の声やのどけしゆり鴎

︵田頁︶

︵妬頁︶

の行事同士︒

夜は虫の城となるらめ寺の萩

日南ノ＼へととぶ赤蜻蛉

月待てば雲薄衣のごとくにて
やぷん

の夜分同士︒

騒然と山国くるる葛の花

二日の月の金の細きよ

︵布頁︶

栗の荷に母の手紙が添へられて︵氾頁︶

の植物同士︵花と実の差は弁解にならないと思われる︶︒

此の道や行く人なしに秋の暮

影請々と月は山の端

葛の葉を翻えす風バス行きて︵稲頁︶

の﹁行く﹂同士と︑﹁人﹂と﹁バス﹂︵どちらも道を行くも
の︶︒
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遍路ほっノ︑通る鈴の音
若芝に遊ぶ孔雀の日を浴びて
の烏同士︒

夕茜峰の初雪念仏会
火鉢かこみし婆が雑談
溜池に浮ぶ白鳥波立て愛
の白のイメージ︒

一月の山冑し困った男かな

頁

ほどよく焦げて膨れたる餅

担ぎゆく水桶の篭ゆるみきて

へ

七草や大和島根は鴫かぎり

︵錦頁︶

1
4
3

雲紫に明くる初凪
成人式若き世代の夢にして

｜

の﹁困った﹂もの同士︵タガがゆるむのも困ったことに通

句どれも同じように強烈で物凄くて︑たとえばベートーベ

見事な転じ方と見えるのだけれど︑ゼイタクを言えば︑三

権の隅に繧々と鳴く虫

残菊や家系に一つ耶蘇名あり

いるだけにかえって︶欲しくなるのだ︒

ているような気がする︒その意味での変化が︵よく出来て

ンの三番︵英雄︶と五番︵運命︶と七番を立て続けに聴い

ずると見て︶︒

右の実例中には大ベテランの捌きもあり︑おそらく打越
句に障ることは承知の上で治定されているのであろうが︑

それにしても私には転じの面白さがどうにも弱かったの
だ︒

叢雲を縫ひゆく月に歌詠みて

木枯や目刺にのこる海のいる
北窓塞ぐ浜の家々

日にあてし衾は三毛に寝盗られて

紫苑高く夕べの風を育みぬ

新書のインク匂ふ月代

︵蝿頁︶

この三句など︑句としてはどれも﹁ツブ﹂がそろってい

のも困る︒第三は発句と脇で形づくられた世界に拮抗する

いというだけで︑三句目で世界がちっとも変化して来ない
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私は﹁打越を嫌う﹂以外の式目はあくまでも制作時の目
安であって︑批評の基準となるものではないと考えている︒

だから第三を読む時でも八転じＶが面白く受け取れればそ
れが何よりと思っているのだけれど︑現実には︑何かの点

でちょっとでも発句と同趣となっている第三は︑凝って
作ってあっても私の中でうまく転じたイメージをなかなか
作ってはくれない︒

一 一

一 一

かといって︑右の三例のように︑．発句との差し障りがな

研修に虫を聴きつつ集ふらん

頁

頁

破鍋の孑孑踊る月夜かな
夢の裡にもとどく葭切

一 ヘ

一 へ

て︑発句と第三の間に素材その他の支障もなく︑まことに

大いなる鉤に肉塊ぶらさげて︵醜頁︶

43

49

百

百

頁

一 〆

− 一

秋暑し仲見世あっけらかんと暇

頁

子等楽し気に西瓜燈籠

鱗雲片寄る方に月ありて

底ぬけといふ酒貰ふおぼろかな

桶の浅鯏に入れし庖丁

1
3
6

だけの独自な世界を持っていなければならぬ筈だ︒

…

その意味で︑以下のような作品なら︑まずはあるべき水
準をクリアーしているといえるのではないか︒
うなひ

冬耕薄着通してゐたりけり

たんぽぽの緊毛をつけし乙女ゐて

一 、

1
3
7

．

太き根深を切るねぎま鍋

戸 、

た

が表現が的確で︑しっかりとイメージが顕ってくる︵詔︑

叩︑伽︑剛︑Ⅳ︶か︑②発想がユニークで︑従って表現も

新鮮で︑それゆえことさらに転じを意識せずとも自然に転

じた結果を生む︵川︑収︑咄︶ところにあろう︒
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酒濃ゆく恩譽淡く冬籠る
かじき

君子慎独冴ゆ白椿

手応へは確かに旗魚まぐろにて

明鴉こぞってわたる恵方かな

田舟の舳にゆるる輪飾

〆 へ

1
6
2

これらの句の良さは︑①平明でオーソドックスではある

凧の糸引きっゆるめっ又引いて

一 、

1
6
8

− −

香合を置きたる部屋に人待ちて︵認頁︶

頁

春来っシ北京印泥匂ひ立つ

百

親子自転車風光る坂

頁

＜
̲
＞

蛙には貸せぬとばかり目を閉ぢて
田が植わる小学生は九時に寝よ

1
1
8

一 〆

沖よりの虹かかる庭先

へ

1
1
9
へ

格子戸の奥に薬を商ひて
春眠の快をむさぼる蘆生かな
五加の飯の炊きたての味
若鮎のさ走る中瀬きらめきて

へ

1
2
8

けれど︑このくらい表現にゆるみがない句ができればやは

り立派な第三ではあると思う︒一句としての力があれば︑

もちろん︑連句作品の評価は冒頭三句のみにて決まるも
のではない︒が︑作品のスタート部分でシマランと思った

形は古くても〃月並〃には堕さない見本だ︒

な句であったかどうか︑に帰着する︒その意味で印象に残っ

とは︑私という読み手の中に︑何かを突き刺して来るよう

いろいろ能書きを並べたけれど︑つまる所すぐれた第三

読者がそれから先を親身につき合ってくれるとは考えにく
い︒下世話なたとえで恐縮だが︑沈香もたかず庇もひらず︑

式目を守ることのみに汲々として︑大山の杉形の︑にて止
めのらん止めのと︑形ばかりを考えた第三は︑いかにキズ

− 2 0 −

たものの一部を挙げると︑

一

はなくとも所詮〃月並第三〃に終るだろう︒

︵卯頁︶

︵胡頁︶

頁

海の打つ能登の太鼓や秋祭

満月の面もしぶく白涛

赤牛も風を薄に委せゐて

秋高し電車大和へ快走す

遠のみかどに残る月影

菊匂ふ鏡に息を吹きかけて

ゆずりは

初明りさめし小鳥と森の中

ひときは冴ゆる楪の照り

旅人に野火果しなくひろがりて

へ

さきに挙げた八例はそれぞれに〃月並〃に終わるまいと
するエネルギーがあって︑私はそれを評価したい︒

だが︑何でもムチャクチャをやれば良いとは私も言わぬ︒

朝の陽に梅雨のみ舅ずの透きとほり
涙と雫る病葉の露

旅衣軽く涼しき装ひに︵別頁︶
とか︑

加はりし馬齢もうれし戌の春
松の緑に映ゅる注連縄

寒の鯉わづかに動く日溜りに︵珊頁︶
のような第三は︑この上なくオーソドックスな形と内容だ

72

月皎 々 馬 盗 人 の 足 の 熱

…

千万の露四方に拝く
破芭蕉坂多き町に住みつきて
天行やむらさきつよき田螺和え
狂ひあまりて降れる淡雪
振りかへる堤の柳芽ぶきゐて
赤人の一夜寝にけるすみ れかな
春の光を乱すせせらぎ

頁
、 一

︵叫頁︶

頁

以上︑自作の至らなさをタナに上げしての独断と偏見︑

いかに大切であるかと︑改めて思う︒

こう書き並べてみて︑句の持つ形象力が﹁転﹂のために

して大変よいので︑同趣にはあえて目をつぶった︒

は﹁明り﹂﹁森﹂と﹁野火﹂とが同趣であるが︑第三が句と

は不満だが︑﹁息を吹きかけて﹂の感覚を買ったもの︒卯頁

右例中︑銘頁の﹁大和﹂﹁みかど﹂﹁菊﹂のつながり過ぎ

風鐸の高さに蝶の舞い翔ちて

へ

1
2
9

汗顔の至りであります︒さだめし異見・反論がおありのこ

とでしょう︒忌憧ない御教示をいただければと願って筆を
置きます︒
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〆 へ

1
4
2

月は東に

近松寿子
連句に関り連句を学ぶうち︑すぐれた先進の方々の深い
考証に快い衝撃を受けることがある︒

俳諾師蕪村

安永三年三月二十三日︑蕪村の作を立句にして巻かれた
さい︑

舂興

菜の花や月は東に日は西に

山もと遠く鷺かすみ行

渉し舟酒債貧しく春くれて

御国がへとはあらぬそらごと
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橋間石氏︵﹁白燕﹂主宰︶の〃俳譜師蕪村″と題する一文
に接したときもそうだった︒

その時その場の感興がそうさせたのであろう︒なおこの巻

をふまえていることは明らかで︑それというのもやはり︑

舟さす音もしるき明け方

河風に一むら柳春みえて

行水とほく梅匂ふ里

雪ながら山本かすむ夕かな

瀬三吟﹂の

というふうにすべり出したおもむきが︑有名な連歌﹁水無

村董良村

祇長柏祇

菜の花や月は東に日は西に
この︑人口に膳炎している句と︑古い浬謡
すばる

月は東に昂は西にいとし殿御は真中に
との関連について卓見を述べられていた︒
﹁水無瀬三吟﹂や﹁冬の日﹂にも考察の届いた文章なので
左に引用させていただく︒
︵﹁泡沫記﹂橋間石随想集所収︶

几樗蕪

宗肖宗

の二折表の

酒一 斗 牡 丹 の 園 に そ そ ぎ け り
日は赫変と佳墨を摺ル

翌ははや普陀落山を立出ん
とある辺りでは︑誰しもが﹁冬の日﹂の
秋水一斗もりつくす夜ぞ
日東 の 李 白 が 坊 に 月 を 見 て

摂津の毛馬に生れた蕪村は︑早くから江戸を中心に野総

の間をも歴遊して︑画と俳譜を修めたのだが︑宝暦元年三

十六歳の初冬に上洛し︑同四年の夏頃から三年あまりを︑

丹後の与謝で暮したのち京都に戻っている︒そしてやがて

姓を谷口から与謝に改めたことから察すると︑かの地の風

光のうるわしさと画業における開眼とが︑よほどふかい感
動を与えたに相違ない︒

ところで︑私が﹁菜の花﹂の句にとりわけ興味を覚えた

のは︑古く丹後に﹁月は東に昂は西にいとし殿御は真中に﹂

のレンズのみを通しては︑実体を歪めることになりかねな

彼らの華々しい成果を味わうばあい︑現代ふうな批評鑑賞

たことで︑無理からぬ現象というものだろう︒だがしかし︑

た俊英たちが︑勝れた古典によせる敬慕の念の深さから来

などを思い浮かべるに違いないが︑これも当時の目覚め

ればこそ︑そこにまさしく俳譜師蕪村の本領が出ていると

た︑というふうに臆測しても不自然ではなかろう︒それな

が︑図らずも二十年後にあらたな詩趣をまとうて芽を吹い

りしないけれども︑在住した間に蕪村の耳に入っていたの

の種の唄のことだから︑何時ごろから流布したのかはっき

情とがおもしろく響き合って︑なかなかに優艶である︒こ

という偲謡のあったらしいことを知ったからである︒景と

い︒いまかりに蕪村をとりあげるとして︑たとえそこには

いうものである︒またこの句を解するのに︑万葉の歌や漢

巾に木橦をはさむ琵琶打

しばしば近代詩にかよう匂が豊かであろうとも︑それに眩

て︑もっぱら色彩明暗構図などの美意識のみからするのは

詩の影を認めることも可能だろうが︑それはとにかくとし

てはならない︒
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村董良
今五蕉

惑されて︑俳譜文学の底を流れるさまざまな水脈を見失っ

荷重芭

十分でない︒

長々と引用させていただいたが︑ある時期の︑連句全面
否定の頃から変らず連句の研究を続けて来られた氏の︑な

て以来︑実際には一度も帰郷しなかったというが︑この辺

りの風景は繰り返し詠っているという︒︶その淀川の上流で

あり北東に当る所に八水無瀬Ｖがあり︑更に上流ほど近い
所に八山崎Ｖがある︒

のリーダーであったのが︑かの山崎宗鑑︵？〜一五三九？︶

山崎︒かっては油商人が隆盛を極め︑その長者衆の連歌

連句の数多い効用の一つに︑〃時代の記録等から欠落して

であった︒今は︑国鉄の線路沿いに︑八この附近露泉連歌

お弾力に充ちた考察に感動を覚える︒

しまった︑史実︑風俗︑意識さえも連句によって傅達され

たのかもしれない︒改めて︑連句という文芸が包含しうる

とぎすが鳴く︑という意と︑ねぶと︵腫物︶が姪く︑とい

の句碑がひっそりと建っている︒卯月が来て音太くほと

宗鑑

世界の大きさを感じたことであった︒情報時代といわれる

う意をかけた︑犬筑波集の編者らしい句である︒桂川・宇

うっききてねぶとに鳴や郭公

講跡Ｖの石碑と共に︑

などとある部分

得ることがある″との説を聞いたことがある︒過去の連句
で︑諸先賢が研究されてなお︑〃意味不明

現代でも︑庶民の意識構造までもは記録に残りにくいので

治川・木津川の三川が合流して淀川となるこの辺りの地の

は︑或は︑その当時の俗謡の一節︑流行語などの類であっ

はないだろうか︒連句に淀び上ることでのみ残りうるのか

利を得て︑商人たちは︑製油原料の荏胡麻を︑山崎胡麻船

とよばれた特製の船で︑播磨・備前・阿波・伊予・肥後あ

えごま

もしれない︒

そしてまた︑この一文から与えられた刺戟は︑私を一つ

寺などへ燈油として一手に納入し︑それらの社寺の権威の

たりから仕入れ︑絞った油は︑石清水八幡や延暦寺・神護

蕪村︵一七一六〜一七八二︶が少年時代を過した淀川左

後盾もあって権勢を誇った︑という︒そして︑その繁栄を

の連想の世界へ誘ってくれた︒

岸の︑当時の一面の菜の花︒︵蕪村は若くしてこの故郷を出
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奪ったのが︑大坂近郊で産出されはじめた菜種油や綿実油
であった︑という︒十七世紀末には︑その権益は大坂の油
商人に移ったらしい︒

幼い蕪村を包みこみ︑望郷の思いの中に咲き続けた菜の
花の黄は︑山崎の荏胡麻油の没落の果の黄だったのだろう

因みに︑大阪市立中央図書館編の﹁大阪編年史﹂による
１シ﹂︑

明和七年︵一七七○︶八月
八月二五日令せらる畠は︑水油の債踊責して︑世人銀
困するよし聞ゆ︒

よてその減債の事︑數度令せらるシといへども︑をの
がたよりよき事のみ計りて︑菜種・綿実の豊凶にか蚤は
らず︑大坂に運送する數少ければ︑おのずから油債踊貴
す︒こたび改て︑油のとひやに収る口銭を減省せしめ︑

又︑搾油の商ども︑組合買と稻し不直のことあれば︑こ
の後は停廃せらる︒

安永二年︵一七七三︶九月

銭債下落セルヲ以テ濤銭額ヲ減ズ︒

更に︑前掲の連句﹁舂興﹂の巻かれたという安永三年︵一七
七四︶の二月十一日には︑

棄兒多キヲ以テ出生兒ノ届出及ピ町々ノ夜警ヲ厳ナラ
シム・

捨子イタシ候事ハ御制禁二而︑先年度々鯛渡モ有之候

虚近来捨子令増長︑不届之事二候︒

几董

当時も︑油価高騰し︑インフレで︑棄児の多い大変な世
情であったのだ︒

そう思ってみると︑第三の句︑

渉し舟酒債貧しく春くれて

の句が一段と味わいを増してくるように思われる︒

捨子についても︑芭蕉の﹁野ざらし紀行﹂の︑富士川の

ほとりの捨子の段は有名である︒あの話が真実を写したの

か︑芭蕉の文の流れによるものかは措くとしても︑あの時

凸｡

○

そしてその三年後︑

− つ F

か

代に捨子が多かったことは事実らしい︒けれど︑約百年後
の︑しかも町々に捨子が多い︑というのは驚きであった︒

連句に一座していて︑連句そのものを巻く楽しさのほか
に︑連衆の方々から思いがけい新知識を得て︑それからそ
れへと連鎖反応的に興味が拡がっていく喜びを感じること
がある︒同じように︑一つの〃考察″から暫し自由な連想
世界を瀞泳してみることができた︒

これも︑連句の及ぼしてくれる功徳の一つと︑有難く思
うのである︒

連句懇話会入会のおすすめ

☆本書末尾の﹁全国連句人名簿﹂によりますと︑連句

懇話会未加入の方が大ぜいおられます︒懇話会は目

下︑会員増強運動を実施しており︑未加入の連句人

の新たなご参加をお待ちしております︒

☆連句懇話会の会員には︑隔月で﹁連句懇話会会報﹂

︵タブロイド版一二〜一四頁︶をお送りいたします︒

この会報は︑全国各地の連句グループ消息︑連句作

品︑連句鑑賞︑募吟︑随筆など︑連句に関連した有

益な記事が載っております︒

九○○

四番連句懇話会

☆入会ご希望の方は︑年会費二千円を︑郵便振替で︑

東京九

あてお振込み頂き︑お申込み下さい︒

連句懇話会
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現代の連句に思うこと

大畑健治

り︑西欧的な対象に限られていた︒対象とならないものは

否定され︑無視されてきた︒だから︑この対象とならない

ものが問題にされると︑分析的で説明的な手段を放棄せざ

るを得ない︒にもかかわらず︑私たちは反りの合わない手

段において︑これを解明し︑説明しようとする︒もちろん︑

西欧的な方法において︑日本的なものが解明できないと全

は簡単である︒自覚的と思ってきた私たちの中に潜在する

でありながら自己の特異性を指摘できないのである︒理由

に分析提示し得ない歯痒さを私たちは感じている︒日本人

外国から要求される現在︑一体何が日本的なのかを具体的

は偉大な出来事であった︒しかし逆に︑日本的なものを諸

て具体的に浮き彫りにされたという意味においても︑それ

典の鑑賞において芭蕉や蕪村の世界がより徹密に分析され

分析的な発想法が取って替ったという意味においても︑古

堕性的で無自覚的になっていた文人的発想法に︑自覚的で

針が与えられたことは︑文学史上大きな出来事であった︒

の宇宙と深い関係を保つ個人との関係を部分的に相対的に

きていることは事実である︒まず宇宙を規定してから︑そ

との総合的な係わり方を全体的に把握する能力が退化して

ることに馴らされてきた私たちにとって︑宇宙全体と個人

る個人と生活の問題をも抱え込んでいる︒割り切って考え

きないであろう︒しかもそれは︑自然と社会との間におけ

生き方の一つの型として提示しなければ︑彼らには納得で

にしても︑作家とか書家とかいっても始まらない︒人間の

はないかと思う︒例えば︑江戸時代の八文人Ｖを説明する

してあげるのが︑日本を知ってもらうには一番良い方法で

国に紹介するには︑日本的発想法による論理をもって説明

面否定するわけではない︒しかし︑日本的なるものを諸外

無自覚的な要素が︑日本人的な伝統を抱え込んでいたからで

説明しようとするのが︑私たちの習性となってしまってい

西欧の文学を規範にして近代以降の日本文学に新たな指

ある︒自覚的な思考による分析は︑常に西欧的な手法によ

− つ ウ
ーノ

んのこと︑行動にも︑顔色にもそれらしさを示さなかった︒

見た︒彼は空腹に堪えていたのであるが︑言葉にはもちろ

空しいもんさ﹂といった私の一言に︑彼は初めて私の顔を

言葉に対する絶望を抱いていたのである︒﹁言葉なんて所詮

人の家にいた彼と出合った︒理論闘争に燃えていた彼は︑

がいた︒彼は暫く人前に姿を見せなかったが︑たまたま友

をしていて︑他のグループから自己批判をさせられた学生

かって学生運動が華やかであった頃︑学生運動の責任者

ら︑歌仙の三十六句は無自覚的な放任主義により︑その場

のものの在りようであり︑心の移るいの仕方である︒だか

である︒芭蕉において変化発展とは︑宇宙に存在する総て

い︒変化発展すべき基盤を彼はしっかりと押さえていたの

変化発展してゆくことだけを連句に求めていたのではな

一歩も後に戻らないのが連句であるといっているが︑単に

は実に深い所にある︒松尾芭蕉も︑三十六句皆進む心で︑

三十六句の統一をどこに求めるかということになると︑根

連句においては殊に重要である︒例えば︑歌仙一巻をなす

ともある︒逆に︑何の効果もないと思っていた沈黙が︑思

﹁飯でも食いにいこう﹂というと︑黙って一緒に立ち上った︒

その場で出された句を勝手に羅列しただけのものではな

る︒だが︑その論理的な説明をしたとしても︑その中に掬

食事をしながら︑彼はポッリと一人言をいった︒﹁言葉なん

い︒現代人には︑変化を統一するものとして︑外観的に連

いがけない効果を発揮することもある︒それを解明するの

か空しいもんさ﹂︒私は何も返事をしなかった︒心が通じた

句を考えようとする傾向があるが︑芭蕉の考え方は逆であ

いもらしたものの方が︑量的にも質的にも︑遙かに大きな

と思ったからである︒彼に対する私の理解は間違っていた

る︒芭蕉も初めは表面的に変化を目的として考えていた︒

は︑人間の感受性であって︑言葉ではない︒このことは︑

かもしれない︒でも︑心が通じたらそれでいいのではない

貞門や談林の俳風から脱脚して蕉風を樹立するのも変化で

ものであることに気付くことはまずない︒

か︒友人の家に戻ってから︑彼がギターを爪弾き始めたの

あるし︑一巻の運びも変化である︒しかし︑肝心なのは︑

そうした変化を求める姿勢は表面的な見方でしかなく︑変

を見て︑私はそう思った︒

言葉に期待をかけ過ぎると︑逆に言葉から裏切られるこ

−28−

至っていたであろうことは︑

情感は︑これら五官を通して養われる︒芭蕉がここに思い

私たちは植物人間同様になってしまうであろう︒私たちの

これらの感覚が私たちから総て失われてしまったならば︑

五つの識別器官は︑私たちが宇宙を認識する窓口であり︑

のを包括した世界である︒目・耳・鼻・肌︵身︶・舌による

に感じられるもの︑舌に味わえるもの︑心に感じられるも

見えるもの︑耳に聴こえるもの︑鼻に嗅げるもの︑肌︵身︶

けることであった︒私たちにとって宇宙全体とは︑目にも

ることであり︑一つには自己の内部において変化を意義付

は宇宙全体の変化の理を自然と自己との関係において把え

にすることとが重要な課題となってくる︒それは︑一つに

化の根源を問うことと︑変化をもたらすに至る過程を問題

化は何かが作用した結果であると考えるに至ったとき︑変

化を求める反面で変化しないものを求めていたといえるで

るのである︒この芭蕉の態度を裏返して見れば︑芭蕉は変

て︑変化が目に見えて煩わしいから取り去るようにと命ず

じたのである︒だから俳席に点された蝋燭が燃えるのを見

い係わりを持つ︒芭蕉はそれを変化という移るいの中で感

ある︒対象世界への共感は︑私たち自身の存在性と常に深

たいとか思う︒そこには滅びに至るまでの生命的な変化が

係わるものであろう︒人間は誰れもが︑生きたいとか死に

私たちにとって一番切実で︑一番興味がある自己の生命と

ろで︑五官による認識を通して心が何を感じるかといえば︑

法をそのまま発句で試みようとしたものと思われる︒とこ

ど知っていた筈はなく︑禅宗で重視する般若心経の認識方

意識的に作ったのであろう︒芭蕉は︑西洋哲学の認識論な

な認識である︒芭蕉は恐らく︑こうした五官に訴える句を

屋﹂と﹁暑さ﹂とを合わせ見ると︑嗅覚に訴える認識がそ

の句をものしたことによっても伺い知られると思う︒﹁牛部

い︒例えば︑自然的な変化そのものを絶対的なものである

変化しないものは思考的な観念論の中に求めざるを得な

心もまた移ろいゆくものである︒このように考えるならば︑

あろう︒空間的存在物は総て時間に曝されて変化してゆく︒

こにある︒﹁蚊の声﹂は聴覚的な認識である︒﹁暗き﹂は視覚

と認めてしまうことである︒または︑真実とか時代を超え

牛部屋に蚊の声暗き残暑哉

的な認識である︒﹁暑さ﹂は皮膚感覚︵なかんずく温覚︶的
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としたら︑およそ異質なものとなってしまうであろう︒近

し︑﹁誠﹂を﹁真実﹂と現代風に置き換え︑﹁俳文芸の真実﹂

ができるというのである︒この﹁風雅﹂を﹁俳文芸﹂と解

くすことによって︑自然と新しい俳風に変化してゆくこと

いた﹁風雅の誠﹂がそれである︒俳譜は﹁風雅の誠﹂を尽

を﹁風雅﹂と結び付けたところにある︒芭蕉がしばしば説

変化するというのである︒芭蕉哲学の独自性は︑この﹁誠﹂

中枢をなす理念であった︒自然がその性を尽せば︑総てが

の﹁誠﹂もまた禅僧が中国大陸から持ち込んだ﹁中庸﹂の

まうことである︒それが芭蕉のいう﹁誠﹂なのである︒こ

て人の心を打つ人間の生き方を不変なものとして認めてし

日常的な自然と無意識的に融合しなければならないし︑そ

優位に転換してしまう以外の何ものでもない︒私たちは︑

員であるという基本的な事実を︑科学的知識によって人間

してしまうだろう︒それは︑人間も自然的な存在の中の一

するという名目のもとに︑ペットのごとく自然を飼い馴ら

いった状態である︒そうでなければ︑私たちは自然を保護

れば︑自分が胡蝶なのか︑胡蝶が自分なのか解らない︑と

水中の魚のごとくでなければならない︒芭蕉の言葉を借り

ていることではないかと思われる・心は自然の中において︑

けることは︑既に人間の心と自然との間に断絶を生じさせ

きかというふうに問いかける︒しかし︑そのように問いか

自然を人間と対置させて︑自然とどのような関係を保つべ

私たちは︑芭蕉の歩いた道を求めるのではなく︑芭蕉が

代以降の文芸的﹁真実﹂が﹃美に主眼を置いているからで

め︑自然に融合したダイナミックな﹁真実﹂にはなり得な

求めたところのものを求めなければいけない︒けれどもま

の中において人間とは何かを意識的に考え直さなければな

い︒このような点からしても︑現代文学における狭小な﹁真

た︑芭蕉が基本に据えていたものを︑言い換えるならばそ

ある︒またこれを人間的﹁真実﹂と解釈したとしても︑近

実﹂の柵を取り払って︑自然の中に還元してやる必要があ

の発想基盤を培っていたものを再度掬い上げて吟味しなけ

らないであろう︒

る︒自然の中に解き放たれた人間の心は︑自然と融合して

ればならない︒現代文芸においては︑先人が一度テーマと

代以降の人間の位置が自然に対するものとされているた

さまざまな姿を見せてくれるであろう︒ところが現代人は︑
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自分が以前用いた句と同想の句を付け句などに用いたとし

ことにより︑自己の世界を形成していたのである︒また︑

としているのである︒芭蕉は古人と僅かに違う世界を示す

現代でいえば︑盗作や著作権法に触れるようなことを堂々

や謡曲の詞章などをふんだんに取り入れているのである︒

あるといえるだろう︒芭蕉は︑古人の跡を追体験し︑古歌

芭蕉を見るならば︑芭蕉の作品の多くは否定される運命に

る︒そうした人を軽蔑する傾向がある︒そのような評価で

して取り上げたものを二度と取り上げないような傾向があ

論ずること以前に︑本質を問う必要がある︒本質が理解さ

じた書や作法書は殆んどないといってよい︒ただ︑作法を

指摘されたごとくあちこちで出版されているが︑本質を論

ない︒表面的で︑形式主義的な入門書類は︑阿片瓢郎氏が

没させて︑俳句と同じ運命を辿らせるには︑見ていて忍び

な自由な大らかさを秘めた連句を︑従来の文芸観の中に埋

新しい可能性を提示することにもなるかと思う︒日本人的

ように︑連句の独自性を主張することは︑文芸界全体に

一人で創作するものであるという西欧文芸の常識を覆した

古典連句と現代連句の違いも︑本質論が活発化する中で自

れれば︑新風への工夫も暗中模索しないですむであろう︒

そのようにして同一テーマを追求したところに人間芭蕉と

然と示されてくるのではなかろうか︒

ても︑それを非難する必要はないであろう︒芭蕉もまた︑

しての世界を築いたことに︑私たちは思いを至すべきでは
なかろうか︒極端な例が︑芭蕉は同一発句で連衆を替え︑
何回も連句を巻き直したことがあるのである︒

現代の文芸界のように︑独創的な新しさのみを追求する
のならば︑奇異な事柄が常識として認められるくらいの社

会的価値観の大変動がなければ行き詰まってしまうだろ
う︒それが不可能であるとすれば︑文芸そのものの価値観
の転換を考えなければなるまい︒かって連句が︑文芸とは
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第二回連句懇話会賞発表

第二回連句懇話会賞選考経過

選考委員長岡本春人

以上の加重推薦があるため︶が選ばれた︒これと別に幹事

十四名より五篇宛の選考による四十八篇を加え︑重複分を

整理後︑合せて六十五篇を第一次対象とした︒これを基

にして代表幹事五名が五篇宛を選考し︑二十一篇を第二次
対象とした︒

五月二十八日︑俳句文学館に舩ける決定会議では︑代表

一篇毎に各面より詳細検討︵常任幹事及監事陪席︶を加え

幹事である選考委員五名によって最終的候補八篇に絞り︑

連句懇話会賞は︑連句の普及興隆を目的とする連句懇話

た結果︑作品内容の優秀性を第一義として左の通り決定し
た︒

連句懇話会賞

歌仙﹁野分﹂の巻︵草茎︶宇田零雨捌
佳作三篇

今泉字涯捌

歌仙﹁さくら咲き﹂の巻︵市川俳譜教室︶

歌仙﹁立春﹂の巻︵信州大学連句会︶

宮坂静生捌

ダブルソネット﹁天行や﹂の巻︵俳譜寺芭蕉舎︶

窪田薫捌

･全

会の事業の一つで毎年行われるものであり︑本年も昭和五
十八年版連句年鑑に発表の作品中より選考した︒

小説の芥川賞︑直木賞︑短歌の超空賞︑俳句の蛇笏賞等
他の分野にはいろいろの賞があるが︑連句界では唯一のも
のであり︑従って入賞作品は連句人のみでなく︑広く世間
一般の多数の人からも︑現代連句の代表と注目されるわけ
であるから次の様に慎重審議した︒

候補作品は五十八グループよりの百三十篇で︑先ず各グ
ループより︑自グループのものを除いた三篇を推薦してい
ただいた結果︑二十三グループより四十九篇︵二グループ

つつ

いては︑その後受賞辞退の意向があったので︑選考委員協

えば全篇見通すのでなく一人二十篇宛分割検討する等︶

ｏ各グループ代表と幹事よりの予選方法を検討したい︒︵例

い○

議の結果︑これを諒とし︑本年度は︑連句懇話会賞は該当

○各代表幹事の選出については最優秀賞︑佳作等に分け︑

右のとおりとなったが︑右の連句懇話会賞該当作品につ

作品なしということとした︒

選出根檬ｌ態度を文章により提出させ討議決定することに

品は来年の年鑑に掲載されるのだから︑どうか各グループ

その候補作品は連句年鑑より選ばれる予定で︑本年中の作

挿入事項への留意度を見る︒

○式目については月花恋の優劣︑打越去嫌同字の吟味︑要

な評言を付することにしたい︒

○選賞には式目四○点︑その他六○点として計算し総合的

したい・

共立派な作品を寄せらるる様期待する︒なお︑次の年鑑に

○詩情については季感の充実︑補完の具合︑景情の割振り︑

連句懇話会賞の選考は今後も毎年継続して行われるが︑

は︑選考委員全員による付け廻わし文音歌仙を発表したい

三篇への感想の代りに本稿をまとめました︒Ｉ

象の消化度を確めるのである︒

○現代性については外国語︑俗語︑数字への反省︑現代事

句︑転じの適否を見窮める︒

○変化については自己露出と意外性多出の抑制︑親疎︑逃

哀れと滑稽度を探る︒

考えである︒

第二回選賞に関連して

選考委員阿片瓢郎
○昨年に続き最優秀作品の辞退があった︒今後は長老級二
名以上参加作品︑前年度入選グループ作品は除外し︑自派
グループの選出は差控える等前提条件を堅めることにした
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五十八年度全作品百三十巻のうち︑十四名の幹事選で二

憧なき所感︒以下︑⑰はさくら咲き︑⑯は立春︑⑭は天行

作品を通読し︑蕉風継承かつ革新を目指す立場からの忌

選考所感

票以上を獲得した十五篇について慎重に審査した結果︑︵頁

ゃのそれぞれの略︒

広量の選考

順にてこさくら咲き﹂︑﹁野分﹂︑﹁梅活けて﹂︑﹁長崎﹂及び

一︑変化と式目連句は変化の妙にありと︒付心は︑熟考

選考委員大林杣平

．月﹂を選別した︒選考基準は作年度と同じく︑式目性三

されるが三句目の転じや︑発句・脇・第三のあり方を忘

選考委員今泉宇涯

○〜四○％︑全体の﹁流れ﹂﹁起伏﹂﹁山場の有無﹂︑更に︑

れているものが少くない︒式目の定座の枠に捉われ過ぎ

が︑十八公︵十八句︶︑短歌行︵二四句︶︑星韻︵二八句︶

ている感が深い︒⑫連句振興策として佳作に反対しない

表六句︑月・花の定座︑恋の場の巧拙︑一句立ての価値︑

詩情性︑新しさと古さ︑等々合せて六○〜七○％とした︒
本選考会議において︑代表幹事各五票の選を集約した中か

二︑花・月・恋全篇の重要な核心で選考にも重要なポイ

の形式がある︒内容も要一考︒

．月﹂を推したが︑他の審査員推選分をも含めて︑忌憧な

ント︒しかるに粗末なものあり︒正花について無知と思

ら懇話会賞に﹁野分﹂を︑佳作賞に﹁さくら咲き﹂﹁長崎﹂

く意見を開陳し︑審査委員長の断により懇話会賞に﹁野分﹂︑

われる作あり︒

三︑捌き手連衆で形成する一座を指揮する捌き手は序破

佳作賞に﹁さくら咲き﹂︑﹁立春﹂及びダブルソネット﹁天行

や﹂を決定した︒多彩︑広量の選考であった︒

急の按配︑連衆の作句数の調整など留意せよ︒捌き手の
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作品故に校合を十分にせよ︒⑰記念作品かつ新人育成の

が入賞したことはまずまず︒﹁天行や﹂の連衆に注文を一言︒

同時代性を感じさせるという意味で﹃立春﹄と﹃天行や﹂

一オィの

謝！

の巻にはその弊少なかったことが幸いしたようだ︒妄言多

せば即ち一歩も進んでいないことになりはしませんか︒こ

″修辞的現在〃ふうの句作りも︑一巻すべてをそれだけで通

苦労は諒解．校合徹底を期待︒⑭一作者が一四句も入句︒

ご意見も伺いたいものである︒

て何よりもこれは︑昭和の俳譜ではない︒推された方々の

二つの花を同一人が付けていること︑などなどなど︒そし

着なウラ︒正花についての認識︒また︑シオリ︑

にも不満が多い︒同趣になづみすぎたオモテ︒打越に無頓

三票が﹁野分﹄に集ったが︑この歌仙についてはあまり

言がある よ う で は ︑ 俳 譜 す で に 滅 び た り の 感 が 深 い ︒

幹事が居り︑﹁俳句の歳事記では：⁝・﹂などとしたり顔の発

一作にも出会わなかった淋しさ︒もっとも︑正花を知らぬ

古格に則り︑しかも現代に生きた作品を︑と見てついに

選考委員わだとしお

言

懇話会の栄誉ある大賞故に申し上げ難いことを敢えて書
かせて頂いた︒
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妄

第二回連句懇話会費佳作
﹁沖﹂百五十号記念

八市川・市川俳話教室ｖ

歌仙﹃さくら咲き﹄
今泉宇涯捌

ゥ膝寄せて新酒を交す同級生
風土のにじむもろもろの顔

フク

喜美

宇涯
武雄
富子
晴子
秀子
良戈
鳩子

登四郎

妖精と小悪魔の差は紙一重
禁断の実のひたる真清水

智子

さくら咲きしばし山河に浮どころ

柿きなほす昨夜の黒髪うねらせて

明

雪洞よりも紅き春月

亭主の好きなシャネルの五番

静枝

秋の蛍の消えしそのまま

夜もすがらひびきて裏の猪威

詩文の才のつどふ太梁

母に似し菜飯の出来をほめられて

随身門に雁わたるこゑ

良

武

日日宝忠

胸襟をひらき月光おのづから

雑踏に酔ふ銀座地下街

美術展観てきしほてり紅葉濃く

ゆっくりと花の前線北目指し富

民話のけもの眠い雪融武

ナォ書記長の交替春は名のみとか晴

﹁罪と罰﹂読む思ひはるけく良
若者の自殺相次ぎかなしかり宇

大年の夜は凡て忘らる晴
使ひ捨て懐炉何でもない原理富
隣りの町へいそぐ往診良

ふたり分だけ温泉溢るる静

絵のやうな夕日運河は七彩に武

おさん茂兵衛の熱き幕切れ富

別れよと間かば絶えなむわが命晴
りよじん

旅人の墓に露の結べる静

小屋がけの取り払はれし月今宵武

ナゥ安曇野に次第にふえし赤蜻蛉宇

あの橋わたり予備校へゆく武
魚扁の文字がこんなに大湯呑富

乙姫様の金の曙洛静

埴輪の眼にも引鶴の舞ふ仁志

揺れとほす夢ものせけり花見船翔

昭和五十七年十二月十四日首沼和五十七年十

二月三十日尾︵齢・雲遊亭︶
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第二回連句懇話会賞佳作
八松本・信州大学連句会ｖ

歌仙﹃立春﹄
宮坂静生捌

舂来っ塾北京印泥匂ひ立つ静生

親子自転車風光る坂剛

蛙には貸せぬとばかり目を閉ぢてきよみ
冷めたスープを吹いて飲みをりまき子

煙突に月がかくれる盆踊剛

茸の家のこびと七人み

ゥ女郎花ふりかへりなば男郎花〃

信濃路の花を荒しと思はずや剛

つばめの巣から雀貌出し〃

かの死刑囚九十となるま

ナォ清明より穀雨に渡り吉と出てみ

お稲荷さまの鳥居真っ赤にみ

地下室のコンピューターが狂ひ出し人

見合しに一目小僧山下る剛

ヒップステップバストこんにやく生

鉄瓶の疵疵拭いて冬ぬくしみ

京南座の顔見世のビラ〃

シマウマの縞のシャシ着て夜となる智

青いインクに染まるペンダコみ

月割って遊ぶ漫画の主人公人

秋鰺を酢でしめるお祝み

しゆんしゆんと熟年の湯が沸るなりみ

生命保険迫る女房〃

︵紗・松本市信州大学宮坂研究室︶

昭和五十七年二月二十日首尾

卒業までにたどる思ひ出ま

花冷えの鏡の鬚をぬぐへども生

雨となるべき雲の塊〃

ナゥ背景に案山子を入れて撮りもして人

人前でそしらぬふりの悲しくてま
ガラス瓶より水あふれ出し智子

レズよりもホモ流行る新宿生

フォスターの海の町より聞こえ来る〃

地図携へてセールスに行く岳人

砂糖を嘗めて酒岬る鳩生

抽斗の奥に紙魚老い月昇るみ

僧形のひとりもクラスメートにてみ

お国訓りに風のま︲つはり〃
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第二回連句懇話会賞佳作
八札幌・俳譜寺芭蕉舎ｖ

ダブルソネット﹃天行や﹄
窪田薫捌

花喰ひの雑魚の涌き出る井の頭

照駕が啼き雨駕が啼き

ノ

ナォ通りやんせ八幡様の 霞む道
朧の富士をヴェーレ 透して

ゴムの葉の片意地なりし理容室

枯蔦からむユトリ ロの指

ヴィオロンの溜息なれやヴェ ルレーヌ

振りかへる堤の柳芽ぶきゐて公子

アイソトープがありそでなさそ
月探険あんまりするな留守するな

狂ひあまりて降れる淡雪淑子

天行やむらさきつよき田螺和え耕衣

竜子

ばやな美男葛に酔芙蓉

郡靴の脚簡単に折れ

とぼとぼくるは薬売りかも

薫

︷ロ

クリに乳色の霧流れては

川郷の濁り酒のむ

ナゥみせ

ムツ

長い釣橋ぎすぎすぎすぎす公

消えなんとして燃えあがる花篝〃

舌やはらかに菜飯青饅万

昭和五十七年四月十一日い怖壷瞬型Ｈ唾謡率
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淑博

〃竜公万

万淑ノノ博

淑博薫

月光にめざめてをりし錆び馬穴

羊千匹浮ぶ鯖雲

ゥひゃやかに定式幕を引きて消ゆ

旅の虚無僧そっと袖打つ
口笛を吹いて明く窓バルコニー

鬼突嗽々生贄の島

眠りたいアンドロメダを眠らせて

藤七硝子に夢の泡立ち

博

万里子

万公万

淑竜

１
回顧
連句界の一年

阿片瓢郎

れ︑一句毎の批評に１
を記す︒

信

−−クな対話が交わされた︒表六句

まいまいや股長にゆく雨の枝

玩亭
夷斎

水の音聞くあぢさゐの窓

初あらし行人の影飛び散りて

秀太郎

玩

芦辺に鷺の羽づくろひする

誰かたたく庄屋の門を今日の月

第二の特徴は連句懇話会による優秀作品の表彰である︒

信

広まっていることである︒五十八年七月十三日付﹁朝日

五十七年版﹃連句年鑑﹄掲載歌仙を対象として︑各結社グ
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蛮絵の城の巨船めづらし

ジャーナル﹂で大岡信が﹁欧米で注目され日本でブーム﹂

ループ︑連句懇話会幹事︑代表幹事の予選を経たものを選

五十八年連句界の特徴の一つは︑国際的に連句の交流が

と題してこの傾向を記し︑宮本由多加の英仏独華訳の季刊

考委員長岡本春人が決定し︑五十八年六月の全国大会で次

水野隆捌

﹁俳﹂でも作品が発表され︑花泉会主宰馬嶋春樹は米独の詩

東京義仲寺連句会

宇咲冬男捌

の四篇が発表された︒これは連句界で初めての試みであり︑

満天星

あした連句会

片山多迦夫捌

友との文音を続け︑札幌の窪田薫はドイツ語の短連歌集﹁魅

群青や

あしべ連句会

全連句人の注目を集めた︒

連句懇
話会賞

佳作

梅雨明

せられて﹂を出版するなど︑連句の輪は今後もグローバル
に広がってゆくと思われる︒この傾向は国内的にも反映し︑

新聞︑テレビなどマスコミへの掲載が増加し︑詩と批評誌
﹁ユリイカ﹂九月号には二十数ページにわたり石川淳・大岡

信・丸谷才一・杉本秀太郎の歌仙﹁雨の枝の巻﹂が掲載さ

ノ
ﾉ

″古雛都心連句会
﹁満天星の巻﹂の表六句を記す︒

どうだんかす
晩祷や地に満天星の花幽か

かって樹たりし記憶透く春

あてぴと

鍬蕊に水平線をひきよせて
貴人ひとり住む新開地
ざらざらと月光首を巻く立夏
水鳴る鉛の流し素麺

名古則子捌

隆

としお

真紀
夏夫
春眠子

淳嗣

青畝の﹁かつらぎ﹂︑宇田零雨の﹁草茎﹂︑宇咲冬男の﹁あ

した﹂︑小松崎爽胄の﹁かびれ﹂︑沢田芦月の﹁獅子咄﹂︑徳

永山冬子の﹁渋柿﹂︑橋間石の﹁白燕﹂︑美濃豐月の﹁正風﹂

などで毎月六○〜一○○人の募吟への付方︑一句毎の評釈

などの指導文章が増加した︒また加藤鰍邨の﹁寒雷﹂五十

八年二月号は一七ページの連句特集を試み︑柴田白葉女の

﹁俳句女園﹂は女性同人による﹃七部集﹂検討を連載し︑﹁舂

燈﹂の島将五を中心とする﹁丹想﹂は紀行文と歌仙を掲載

している︒なお五十七年十二月の﹃俳句﹄は﹁俳句・俳諸

員長は代表幹事大林杣平︶で六月十一日芝増上寺会館に二

盛行している︒最も注目すべきは連句懇話会の全国大会︵委

塾の時雨忌のほか八戸︑正風︑佳菊庵でもゆかりの会合が

大津義仲寺の奉扇忌︑都心連句会の大山正式興行︑杏花村

○名の愛好者を集めていることである︒獅子門の梅花忌︑

仙毎の脚注で垢抜けした誌面を保持し︑創刊九年を迎え連

泉忘機・真鍋天角ら誌友作品のほか句座雰囲気を伝える歌

集を続け︑わだとしお主宰の﹁杏花村﹂は高藤馬山人・今

らぎ﹂は理論より随想︑句毎の付味短評で親しみやすい編

連句専門誌として創刊三五年の岡本春人主宰の﹁連句かつ

譜用語の特殊性を詳記し︑近来稀な有意義な企画であった︒

とことば﹂を特集し︑俳譜と行事︑季題︑動植物のほか俳

○卓一六○人と連句界最多の連衆が集まり︑大岡信の講演︑

句専門誌の口火を切った阿片瓢郎主幹の﹁連句研究﹂は初

第三の特徴は各結社の大会が定着し︑それぞれ七○〜九

優秀作品の表彰︑半歌仙興行︑懇親会など充実した内容で

心者の開拓を通じ連句の興隆を目標として︑誌友馬嶋春樹

の臨蓄深い文章と伴野渓水・今泉宇涯の募吟講評を軸に︑

連句普及の実相がテレビ放映されたことである︒

第四は主要俳誌における連句記事の増加である︒阿波野
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載している︒なお五十八年五月︑東明雅が創刊した季刊﹁連

鑑賞の基準︑校合の方法︑﹁七部集﹄の見直しなどを随時掲

北区連句会の﹁北灯﹂︑岐阜高校連句会の﹃永日の鳶﹄

郁乎﹁江戸俳譜歳事記﹂平凡社・四七○○円︑このほかに

国連句人名薄を併せ二三○ぺｌジに纒め九月発刊したが︑

八結社の歌仙一三○篇に︑連句関係論文五篇を追加し︑全

年鑑﹄︵編集委員長今泉宇涯代表幹事︶が新装を凝らして五

況報告を隔月に正確に発行してきたが︑五十八年版﹃連句

の沿革︑陣容︑方針︑行事︑作品などの紹介と出版物の近

第五に連句関係の出版物では︑連句懇話会会報が各結社

て門弟の指導に当たった︒連句は大正初期より東洋城を中

より五十一年まで︑東洋城の後を雲ぎ﹁渋柿﹂の主宰とし

金沢生れ︒国民俳壇以来松根東洋城に師事し昭和二十九年

念三千﹂と﹃義仲寺連句集﹄がある︒享年七七歳︒喜舟は

め伊東句会︑神田句会を設けて指導に当たった・句集に三

四十年得度して大津義仲寺住職となったが連句の興隆に努

あり︑壮年時代は国事に奔走し︑七・五事件に連座した︒

最後に物故した連句人は斎藤石鼎︵昭研・哩・５没︶と

全連句人が座右に備うべき文献である︒五十八年に出版さ

心とする句座に出席したが︑増田竜雨・籾山梓月らとの歌

句﹂の今後の文運隆昌を切望して止まない︒また︑都心連

れた連句関係著書は次のごとく連句集の増加が特徴であ

仙を含め一七○篇の歌仙が残っており︑晩年文音で連句の

野村喜舟︵昭昭．ｌ・胆没︶であった︒石鼎は水巴・碧雲

る︒窪田薫﹁蝦夷二十歌仙﹄南方社．一八○○円関川竹

指導に熱意を燃やした︒句集に﹁小石川﹂﹃紫川﹄﹃喜舟千

句会は十月三十一日﹁都心連句﹂︵季刊・発行人大林杣平︶

四﹁八戸俳譜の歩み﹄非売品神戸春雄﹃俳譜連歌集﹄中

句集﹂がある︒生前紫綬褒賞と勲四等旭日小綬章を受けた︒

居に俳句を学び︑天池堂印鋪として蒙刻を業としたことも

央公論社．二○○○円宇和川匠助﹃寅彦連句の世界﹄古

俳人協会顧問︑連句研究会最高顧問︒享年九六歳︒

を創刊した︒

川書房・一七○○円窪田薫﹃犬蓑﹂北海詩人社．一九八

三円浅野信﹁炭俵評釈﹂桜楓書房・一万八○○○円尾
藤静風﹁芭蕉美濃路を行く﹂大衆書房・一五○○円加藤
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木村葉山捌

山稜ち陽芳て兎篝山稜子子子子兎子阿山
か い

ナォ伊勢参り芭蕉の句碑をたづねつつ

疲れたる夜は独り酒汲み

頃よしと鼠しきりに駈けまはり

一つ二つとひびく寒雷

明日漬ける白菜土間に積みあげて

言葉少なき夫の横顔

美美
枝徒

芳山子緒兎暘篝て兎篝稜山陽ちて芳兎篝

八東京・青葉連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃春遠し﹂
地震予知なりはひとして春遠し

ひたすら歩む霜枯れの道

軒並に鳩天下のこの社宅
回覧板を届ければ留守
狂院に入りたる噂話聞き
斜めに貼りし貸室の札

十六夜の人力車行く宿場町

音をたてつつ木の実落ちつぐ
ナゥ樵の河馬口開けてゐる終戦日

遊び場となる銅像の台

南の海美しき︵スの旅

訓の強き姥の店番

百葉箱にっもる春塵

花曇り浅間は淡き煙掲げ

昭和五十八年九月首尾︵齢・神田信交会︶
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渡し場のありし昔の偲ばれて

籠編む竹の二夕抱へほど
月よしと工房の窓あけ放ち

山の彼方へ渡りゆく雁
ゥ杭穴を残して終る秋祭
土を掘り掘り何か嗅ぐ犬
地上権地の底までもわが権利
さっぱり売れぬマンションが殖え
いぢめっこ遊びといふが子にはやり

はぐれ蝉鳴く神武寺の庭
釣忍揺るる軒端に宵の月
一目惚れして決めたお見合
亜麻色の前髪垂らしハーフの娘

風にちぎれる出航の銅鍵
咲き盛る花に愁の深くして

霞の奥へっづく細径

三ち陽芳て北篝燗葉

木村葉山捌
ちか子

てい子

北兎
陽子
芳子

ナォ燕来てマンションの建つ海女の村

嫁も娘も胸ふくよかに

銀婚の旅の思ひ出なっかしぐ

どろぽう市で買ひし壁掛

麻薬打つ中にシナリオ作家居て

ショールはづせば皆男なり
逝く年の芥しづかに岸に沿ひ

かたく閉ぢたる狂院の門

武蔵野の面影残る楢林

顔知らぬまま路地に住み合ふ

外圃出づれば二十三夜月

鼠匿くるる藁塚の奥

兎ノノ篝ち緒子稜兎壽兎ノノ陽芳兎ノノ陽て兎

八東京・青葉連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃初凪﹄
波勝岬にて

初凪や猿が手かざす岬の鼻

冬萌しるき日溜りの道

にぎやかに下校の子等の駈け出して

ローカル列車煙り吐きつつ

奎言

て

篝子

篝

ナゥ舟形の石据ゑ池の水澄みて
ゴルフの自慢間くもお役目
京生麩ふつくり煮上げ姑の忌
神父が語る過ぎし日のこと

健かに陛下在せる花の御所

昭和五十八年十二月尾︵鯵・神田信交会︶

笑ふ山々唄ふせせらぎ
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ひとつ松弓張月を枝に懸け
羽を僥めて降りるかりがね

見合写真は送り返され

ゥ読みかへす凶の御籔のうそ寒く

ベンチみな男女と寄り添へる

ち

兎

″

雀地へ散り鳩は舞ひ立つ

三稜

吊橋をゆすりつつ和す山の唄

露天風呂へと先細る径

納戸より出す麻の座布団

梅雨の月句友遣せし歌仙四五

雲壽

て

て

六波羅蜜寺町の中なる

芳

肩組んで花見名残りの梯子酒

兎

ジャンボ猫曼うごめかし現れて

蛇籠より立つ若き陽炎

美美
徒枝

八仙台・青葉城連句会ｖ

脇起歌仙﹃松島﹄

波を突切るョツトー艘

松島や千々に砕けて夏の月
夕焼けを背にしてひとり帰り来て

芭蕉
志遙
雅道
ちよ子

ナォスカートのひだゆらめかし風光る

十五の春に泣きし思い出

内緒で交わす婚約指輪

はじらいのしぐさうなじをいたわりて

どしやぶりの土手川開き待つ

夏草の中に落としたネクタイピン

豊漁祈り踊る村入

大津波太平洋岸まぬがれて

妙

杖をつきつつウォークマン聞く

この一球スタンド一瞬息をのみ

雅

旅つれづれに摘むすみれ草

ゆく水にゆたかに花の散りいそぐ

圭ヨ

士心

茜蜻蛉の編隊飛行

おろしたてのシャシ腕まくりして

十ゥ秋の野の昼餉の日射し持て余し

亀虎古墳玄武の目覚め

茶会席草履は足になじまずに

昭和五十八年十二月三十日尾

昭和五十八年八月十五日首

︵文音︶
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錠開けかれつ暗がりの中
俗物が風流求め句座の真似

ち

月見酒程々になる養生訓

こおろぎ捕るを子がせかし居る
ゥひとつ家に老婆と住みて菊づくり
こえほのぼのとともしびを消す
ペァルック干してパートに幼な妻

妙

静まりし校舎の窓に冬の月

雅

樫並木に鳩が群れいる

雅

文男
雪美
妙子

集団カゼに防止策なし

妙

時間ぎりぎりすべりこむ朝
鐘の音霊につつまれ街さびし

ひいきの力士三役となり

葬儀より戻りて塩でうがいする

妙

士心

北上旅情烏雲に入る

みちのくに遅く短かく花満てり

妙雅文ち雪志文妙雪ち志文雪雅雪志雅ち

歌仙﹃此道や﹄

八東京・あした連句会ｌその一Ｖ

所思

宇咲冬男捌

此道や行人なしに秋の蟇翁

昇りて明し一念の月冬男

胡桃割る音の地階に届ききて依子

士心

ナォかってかのトレモロなりし桜貝

海潮音の旧きてにをは

俳譜のすさびと言えど負けられぬ
かいな

部屋にころがる瓶の数々
髪洗う腕の細くあでやかに

天国に結う炎昼の遺書

脱税を督促状が追いかけて

尻をまくればエアーポケット

富士山頂極めてみれど只の山

鳥居くぐりて神鈴を振り
境涯の影を濃くせる望の月

鶉の声佗ぶ余波の催し

ナゥ渋柿を吊して村のしずもれる

蝿の顔に美しき年輪

こまねずみくるくるくるとひれもすを

むすんでひらく掌を愛らしく
夢見草とう花の名は誰がつけし

昭和五十八年十月九日首尾︵舩・俳句文学館︶

舌頭千転春の曙
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赤きワインの醸されている万里子

名園と歌と踊りと花時計初子
湖来る風の頬を撫でゆく光樹

ゥ揺椅子に文月の旅の身を委す志津香

はずされしままの受話器が薄暗に万

筍飯に夏葱の饅依

彩のあやしく変るロケット

信じてはまた裏切らるさだめとは依

しらじらと在る片隅の石照雄

おおつづみ

禅林の瞑想深き寒月光初
噛みしむように霜柱踏む万
傘内に顔を隠して算術医光
北の新地に笑い渦巻く依
大鼓ひびく桟敷に花吹雪光
思い残して烏雲に入る照

光冬万光万依初依光初照光冬照万依照志

八東京・あした連句会ｌその一一Ｖ

歌仙﹃南天の実﹄

照合える南天の実をよるこくり

人賑やかな小春日の縁

１１

︲︲︲

猪垣古りて末枯い
れすの
松
か

烏城 祀 り て 二 十 六 夜 月

砂浜の足跡さらう土用波
地震の傷の七霊の立つ

４０■１１１心Ｉ抄

赤舌鮮肌にのこりし

寝不足の取り落としたる舞扇

耳元去らぬ溢れ蚊の居る
ゥ分譲の公園墓地の彼岸花
父から子へと伝えらる芸

団々と月は苫屋にかかるらん

杭にからまる詩の一章

Ａ水紋の徐々に大きく拡がりて

、‐⑧

宇咲冬男捌

冬男
光樹
夜穂
依子
伸吉
依

四朗
八千代

万里子

″

依
八

南海子

八

四

染物を干す明るさに交曝烏鳴く

四

双柿

伸

王国の俄か仕立ての花どころ

でヘリコプターで撒かる広告

Ｉ

日銭稼ぎに蜂の子を売る

ナォおしんさえ仁義を切りて別れ霜万

自信を持てば嘘もまことに依

遙か来しトルハンの湖乾杯す里子

まみ

あなたの眸の色は何一応巴？依
熱き恋悶霞となりて消え残り万

焚火に水をかける意地悪依

短日の風の小僧があばれ出て伸

新潟三区てんやわんやに南

いつからか救心薬のはなせざる冬

何故か気になる雨だれの音万

下町にどぶの失せたる月見茶屋四

くったら漬は母の好物八

ナゥ桔梗の影ぴしぴしと活けられし伸

ま
三み間
を通しの店の名披露冬

ならびたる車の色のとりどりに里
ディズニーランド夜も華やか夜

花篝果てたる後の花の艶冬

夏を隣りに鯉の跳ねたり双
行︶

昭和五十八年十一月二十三日首尾
︵齢・熊谷市民ホール・あした十五周年記念興
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←

八東京・あした連句会ｌその三Ｖ

歌仙軍叩
﹃茄子の花﹄
紫の一色を持し茄子の花

雨上りたる庭の晩涼

宇咲冬男捌

ナォ踏青に老いたる己が顔を見て

買い手のつかぬ競売の馬

高級車家族の数の納屋にあり
仮面の裏はドンファンなる

滝となる夏狂言の狂おしく

迅雷走る荒き嶺々

酒を供えて飲めや唄えや

神木のむせび泣く夜があると言う寿

桃豊女

旅を継ぎ新大橋の架けられて

冬男
視朗
未倒

気のすむまでを床柱拭く

未

芸術祭に写真入選

カレー粉の匂う厨房後の月

段々畑に姉さんかぶり

ナゥ幸浴びて鶴渡り来る島まぶし

なんとなく雨情の歌が口ついて
お猿の駕篭屋まねて跳び行く

働き蜂が蜜を集める

初花を見つけてうれし蔵隣

︵齢・江東区芭蕉記念館︶

昭和五十八年五月二十五日首
昭和五十八年十月二十六日尾
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風呂 を 焚 く 薪 の は げ し く 爆 ぜ る ら ん

祀らるる月にさやかな窓の景

ゆき女
健

照雄

ゆ

かずゑ
も

も

＃
未

り

か

昭︿

一示

本郷台は下宿屋の街
一示宣巨

きみ

冬べ

下り簗には鮎の列なす

カーリヘァーに帽子はあみだ

ゥ大声で呼ばう漢に秋澄める
密室で撮った写真が恋のあだ

踏まれて割れし浜の貝殻

遣唐 船 安 穏 祈 る 王 の 歌

形見の筆に墨を含ます

寒月に削りとられし裸木影
凍豆腐が干し上がりたり
禅寺に篭りし日数重ねつつ
罪を悔いいる人気タレント
花過ぎの水の流れのしらじらと

思い出せない舂暁の夢

未冬ゆ寿健視桃ゆ未健桃美ゆノノ照か未視

宇咲冬男捌

代篤帆悦子志正子朝正史子香子子美代男
代 津 す

やり手部長のまたも昇進

ナォ壺焼でかわす地酒のうまきこと

裁く身の裁かるる身の浮き世なり

鬼の眼にある泪ひとすじ

雨荒れて戸隠山の夜の黙
大麻が効いて赤き幻覚

うすもの

ぽろぽろになり羅に泳ぐ四肢
蜘蛛の囲をぬけ唖蝉となる

気くばりも裏から見ればおせっかい

志冬正千朝晴志千晴志朝冬博朝篤篤悦晴

八東京・あした連句会ｌその四Ｖ

歌仙﹃蟻の曳く﹄

蟻の曳く嶬のむくろでありしかな

日照草生ゆ庭の一隅

母と児の声高らかに聞こえ来て
出窓のこけしみな笑みており

洗濯物の竿に片寄り

ぽつねんとマンションのぞく後の月

妻のへそくり探す．重陽

ナゥ賭け相撲ひいきの過ぎてしまいける

彩のうつるい水のまにまに

京舞の至芸に命ほどけたり
むしこごうし
虫篭格子の拭かれたる艶

花冷えはきのうのことと灯を入れて

昭和五十八年七月二十七日首

とよもしつづく春雷の丘

︵齢・江東区芭蕉記念館︶

昭和五十八年十二月二十二日尾
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秋障子洗い上げれば月まどか

刈田の涯に残る金風

ゥ芒散る中を旅人急ぎ行く
髪をきりりと結える中年
マチネーの休憩時に知りそめて
おさんのごとき道をころげし

墓石の銘の風化をかなしめる

波の澱寄す九十九里浜
流木の創鎮めたり寒の月

おときぱなしは炉辺でつづられ

めでたさは明治を越えし昭和暦

パンダ出産待たるるばかり
花の枝に東照宮のみくじ結う
四月馬鹿とは思いたくなし

安 白 篤 千 博 朝 志 や 悦 晴 正 冬

きぞ

ナォ永き日の足投げ出して縄筵

もぐさを包む昨日の新聞

犯人はコンピューターに割出され

碁の打初は少年が勝つ

日本に去年今年なき風当り

ダウンのジャケツ猫も杓子も

浅漬を日向の縁に馳走され
上棟式はいつになります

国分寺跡の礎石はひゴ割れて

案内の尼の眉目美しき

夜々の月逢ふは別れのはじめにて

鶴猛三迦峯祥鶴三迦猛峯祥鶴猛三迦猛祥

八大阪・あしべ連句会ｌその一Ｖ

片山多迦夫捌

歌仙言曼珠沙華﹄
焼けのこる蔵の白壁曼珠沙華

こは

競馬予想に腕を拱く

ひとり籠りて秋惜むかに
ナゥ藍の香も情しき後の更衣
長押裏より帆待落ち来し

大国の外交秘録上梓され

戦災孤児も不惑過ぎたる

この日頃海穏かな花便り
訪ねて来ませ明石魚島

昭和五十七年六月二十日首

︵齢・第一勧銀ビル好文クラブ︶

昭和五十八年一月末日尾
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秀っ枝下枝にのぞく色烏
外人も今宵の月に招かれて
ピァノソナタをフルートで吹く

自転車の変速たのし樺道
焚火離れぬ工夫四五人
ゥ熱燗に強きひげ面ほこるばし

城の上飛行機雲が縦横に
レイかけ戻る新婚の旅
銀扇の捌きむつかし男舞
ョ−ガに励み割竹も踏む
草笛に牛っどひくる昼の月
サングラスして暇な牧童
帆船のマストするノ︑人華ぢて
はなしずめ

東京タワーペンキ塗替へ

瘡も落ちて背戸の草摘む

くばらる蚤あぶり餅よし鎮花祭

鶴三多峯
四 猛 迦 祥
三鶴猛迦祥峯鶴三猛迦峯祥侶朗夫星

ハ大阪・あしべ連句会ｌその二Ｖ

唾４歌仙﹃返
藪蔭出で塾すシむ鳰どり

返り花けふの日和に蝶を寄せ
みそとせ

幸化﹄

片山多迦夫捌

古鏡
奎三
多迦夫

迦

赤ジャケツ三十年ぶりの避遁に

霞か鼻れる城を眺むる
広縁に苗代時の月夜ざし
歌仙っヌくる春の消息

鏡
迦

一一一

鏡

ワ老どちの若返らんと願ひつ参
ものおもひふくら雀に餌を撒きて

鏡

轆轤ひく娘の聲も艶なる
篭の小菊は霜に枯れノ︑

鏡

迦

熊野筆買ひし戻りを立寄られ

忘れ果てたる園碁の定石

迦

鏡

迦

この島の暮らしにも馴れ月の秋

道より高き蕉釣の舟
プロ野球優勝戦は酌に

ドラマおしんのブームいつまで

借りし杖納め篠つく藤の雨

茶摘に罷る一山の僧

ナォ石橋に遠足の列混み合うて鏡

つや

無くても困る銅貨十円迦
手料理が好きで薬味もさま方︑に三
世は移りても器用貧乏鏡
温泉の町の誘蛾灯夜の風情添へ迦
太鼓は遠く絃歌流る蚤三
夢二の絵女はどれもかぼそくて鏡
閨にまどろむ黒猫の艶迦

涙する大海亀をまぼろしに三

砂にしるせし文字のはかなさ鏡

アフガンのゲリラの村を月照らし迦

瓢を撫づる髻面の人三
ナゥ鮎落ちて暇もてあます昨日今日鏡
五風十雨に豊穰の秋迦

放列のカメラが待てる誰やらん三

昭和五十八年十一月二十三日首

菊の御紋の光る自動車鏡
花に才っ吉備の乙女子頬染めて迦
春を惜みて鼓打っ宮執筆

︵齢・大阪・ジョフラン︑岡山・百味︶

昭和五十八年十二月末日尾
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り

教み和教フ教フ今フ今教子子子代ヌ翠子

ナォ陽炎に削蹄の牛太く鳴く
流る鼻水の如く生きたし

かにかくに佐渡を遠見の替女の道
コックリコックリ寝ぼけ顔して

ホトホト飽きしヒモの暮らしに

橡台の将棋にふれし指と指

モーテルへ一駅ほどのアバンチュール

金の出どこを頑強に秘め
猿倉の泉に河童浮かれ出る

カボチャ運びしポルトガル船

足のしびれて立てぬお茶席
番傘のおばけもへりし月の寺

正静ノノ美正み教ノノ和フ今美フ教今静み今

ハ長野県・梓川連句会ｌその一Ｖ

宮坂静生捌

ミ す

歌仙﹃立春﹄
三色菫並ぶウインド

立春の雪となりけりパン屋の灯

家族ぱやしの笛の練習

大試験とほりしことを見とどけて

ふりむきざまに山火事が見え

一劇場に名画かかりて

ナゥ栗の毬火箸とほしてむきてをり

耳の後を洗ひ忘れし

指で追ひ読む先生の文
放言の細川隆元着流しで

受賞のよろこび噂のとき

教会のどの戸あけても花ふぶき

︵鯵・長野県南安曇郡梓川村横沢西下センター︶

昭和五十八年二月二十五日首尾
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狩人の仰げる月の黒潮に
ミ

ゥ東み あ が り 時 計 か た む き う ご き を る

体外受精でかなひたる夢

シャワーつきノーパン喫茶のぞきみし

省エネ帆船出航のドラ

ふところに祝儀袋をかくしもち

木ッ片聖が濁り酒くむ

月さすや粘着板の大鼠

もうかったかと米屋のオウム

印伝の合切袋秋の旅

花びらの厚き褥に絵島の碑
鼻フィルターを春の街角

フ正教今み美和

八長野県・梓川連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃湯
﹃湯豆腐﹄

国道にふゆ横文字の店

ナォ彫像のうごくや春のたそがれに

起きてなほ軽きけだるさ胸にもち

かぶりつきたる二十分ショー
宮坂静生捌

レーガンはアパッチ族の末商で

ほろぼろ烏を霧に飼ひため

似顔絵入りの名刺配られ
一家して月に引越し永住す

ホストバンクに登録もして

素顔
教子
みすヅ

ビデオセットの床屋はやれる

寄る辺なき大正琴を敬老日
ぱかぱかばかが口癖となり
麺棒で閨の戸締いたしける
ピアノ教師の薄化粧して
ナゥ黒板に記す子牛の出産日

今代

今マ

″

教

フミ子

正子
静生
教

素

痛風は帝王病と負け惜しみ
湯舟にうかぶ赤い温度計
ぞろぞろと花見乱の一列に
児なき相撲に春めきし寺

︵舵・長野県南安曇郡梓川村横沢公民館︶

昭和五十八年十二月十九日首尾
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湯豆腐の湯気のむかうの遠き人
色のあせたるクリスマスカード
海わたる白磁の壷に魅せられて
き
秋風裡呼い吸
つまる対局

めいっぱい月光浴びて城聲ゆ

塩田平に点々と池

ワ艶のよき瓢に美酒を溢れさせ

ひと

好み読むロリコンまんが親子して

なだめすかして年下の女
願かける愛染明王日参し

う

︿了

青山椒の香る瘤粉木

う

み

車のシートそっと倒しぬ
月すヌし牧夫の駆くる裸馬

昭和一ケタ取柄なしとか

教

正

箸洗ふリズムに合はす手前節

汐の香の濃き噂の駅

花びらでうらなひ合って受験生

み静正素教今素正今素みう教静フ素今み

八逗子︒あらくさ連句会ｖ

草間時彦捌

義尚まノノ義ま幸義宏〃夫ノノ夫夫宏を彦

歌仙﹁ひと日は風﹄

ひと日は風ひと日は雨や舂惜む
うなづき合ひて門のたんぽぽ

遠霞む岬の鼻に黄の刷きて

紺の背広に髪は短く幸

ナォ歩きぶりそこに違ひが新社員英

踏みそこなってお膳転覆義

円月の剣の片岡狂四郎〃

お目当ての芸者の酌を待ちかねてま

踊り子なれやリズムほどよき〃
天翔ける自衛隊機が二度墜ちて尚

三度はきかぬ母の卒中ま

戦さなき世は夢のまた夢ま

寒の雨願ひの絵馬の絵が惨み幸

燈下親しや漱石全集英

月出でて団地の家竝明らけく義

ナゥ水しづか源平池に秋二つ尚
揺り椅子欲しく思ふ齢かな義

﹁キャンプテンジョンここに眠る﹂と横文字にま

街騒遠き春の夕暮ま

尾長烏の声のいと短くて幸
幼な牛幹にっながれ花吹雪英

︵砂・逗子︑笠井まを居︶

昭和五十八年五月三日首尾
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紬織る手の指白きかな

家族寄り初茸を焼く月明り

栗鼠忙しく木の実蓄ふ

ゥ近ごろはＴシャツだけで墓参り
うなじに揺るるコスモスの影

思ひつき訪ひし酒場の錠固く

横恋慕なり鎗脹として

煤けてもおのが妻こそめづらしき

食ふには早き夏どきの河豚
抜かれては抜き信濃路の月涼し

山並黒く川面光りて

モーゼルのワインの壜の首細く

惣菜買ひに隣町まで

花冷の庭に夕刊ひとり読む

停年退職閑居飴蕩

尚 幸 英 幸 尚 ま 時
義

夢

ノ

八東京・市ヶ谷連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃春宵﹄
春宵や植物図鑑ひるが介し

１

野路菫とてワイングラスに

．算フォアグラを一匙すくふ余寒にて一

雀の宿は樫の大木

子等いれし安堵に更くる望の旧

菊の御宴に疲れ果てたり
ゥ遠くより添水の音の古館

みな松蔭の三姉妹とは

握らせし丁稚が文の縁結び

九官鳥は返事まねする

伴野渓水捌

ピストルで鑿たれし記者は雪の中可

ルソン壺何かわからぬ色渋く喜

昭和五十八年二月二十七日首
昭和五十八年五月二十八日尾

雛飾れる九尺の床望

牧場の古木の花の散り敷きて水

退職願出してめでたき太

いづくからピアノ間ゆる昼さがり喜

ＡＢＣをそらんじてゐる井

ナゥみどり児のおしやぶりねぶり育つ秋水

野分のあとの小貝三つ四つ佐

サーフィンに崩る易波よ︽月の下望子

単線電車走る郊外太

中とろの握り具合もほどよくて井

影うすくして金歯気になり喜

夜更けて遠く北狐圃岬引１佐

出納帖に暗号を書き井

佐和女

喜美子

住替への芸者にしばし客つかず水

海釣やめて骨董に凝り水

ナォそよ風に柳緊たヌよふ池の台佐

プ

太郎
渓水
可里
里井
太

佐

一豆巨

水

可

井

沙那王が師匠は鞍馬大天狗

蝋燭型のタワー駅前

太

井

可

一塁ロ

水

佐

出張もとんぼ返りの不景気さ
囲碁ばっかりが六段となり

街道は門前町をつき抜けて
使ひ古した暖簾かけおく

Ｉ

弁天堂に蛙鳴くころ

ブルゾンが似合ひし老の花盛り
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詮

伴野渓水捌

水太水太水太水太水太水太水太水太水郎

八東京・市ヶ谷連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃行
﹃行々子﹄
行々子や夕風強き多摩河原

姿やさしき放流の鮎

デッサンの一筆淡き彩つけて

勘定下手で情におぼれる
招きなき人尋ねくる月の宴

浅鯏のなかに混じるまて貝太

ナォ春日傘乗合パスがたむろして水

横雲に雨を占ふ漁師老い水
鼻高うして猿田彦めく太
またしても抜荷つかまる時代劇水
松の並木の陰に自転車太
崖下に蟻の行列とめどなく水
金の尽きたる駈落の夏太
白き狐の堕ちて鎮まる太

狂乱の女夫いさかひ物投げて水

月の夜に空渡り行く飛行灯水
粗食なっかしさつま南瓜太

太

ナゥ秋水を汲んでは流す撲ね釣瓶水

待てば海路の日和あるくし

仕舞の稽古これで打切り太
新聞に文化勲章沙汰されて水

塀外の花が散りくる修道院水
セーラー服で入学の吾子太

蹄榊亜廿恥蓉丸一朋軌叩率︵文音︶
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鉄路撤去の故郷に秋

ゥ脱穀の稲藁売りていさぎよき

シーソーゲーム打ちつ打たれっ

よりが戻って進む縁談
時々は初恋の人夢にみて

太平の世をおどろかす地震にて

お話し中のっヌく一日

月寒くか塾げる旗は鎌と槌

停滞しきり北の前線

寝酒やめよと医者にいはる塾

弁当を独り食ひゐる課長にて

花片を浴びて霊園静かなり

噂る枝にみえぬ烏影

渓太

八東京・市ケ谷連句会ｌその三Ｖ

歌仙畢語

講の夜や肌に馴染まぬ古布団
更けて時雨の音に覚めたる

鋤刈訓こｕＩｍ︵風

夜﹄

伴野渓水捌

渓水
佐和女

太郎
喜美子
六花女

里井
佐

水

ゥ新藁で草蛙作りを伝授して
デートの約は軒に目じるし

太
奉呈宮

一ハ

井
佐

水

羽蟻とび立つ縁下の士

一三口

太

白ペンキぬるテラスあちこち

可里
朝子

珈琲はアメリカンなり八ヶ岳

ちりちりと鳴る鍵束の鈴
夏の月闇将軍は下駄穿いて

出してみて貯金通帳また仕舞ひ

スーパー開店次の土曜日

あれこれと試みてみる仲となり

？︲影一列に

波音の有明月はかすかなる

厨にこもる朝の味噌汁

冬どりの姿まざノ︲︑藪伺れて

の

はらノ︑と古賀メロデーに花の散り

垣繕ろひの鋏椋欄縄

ナォ舂服のかはる流行襟細く井

学生だけの第九合唱水

ポスターは風にあふられガード下佐

袴の男ぞろり降り立っ太
不忍の池に集る浮麻烏喜
夕の鐘のひヌくい燗蓮可

上海ブルースカラオケの恋水

戦前派中華料理のクラス会井

温泉駅前吹ける湯柱佐

のけぞりし胸元白きネックレス朝

月照らす諏訪の社の神さびて太
す蚤きの野辺の狐まぼろし喜

風呂にはいってひとりごと言ふ井

ナゥ秋の蟇ザ・デイ・アフター見て戻り可

鉄の町にも春の来にける太

銀行の窓口みそか混みあひて水

霞の中の小町浮き立つ朝

河に沿ふ道いちめんの花吹雪喜

昭和五十八年一月二十六日首
昭和五十九年一月二十八日尾
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ひ学
を

Ａ市川・市川俳譜教室ｌその一Ｖ

歌仙﹃青き踏む﹄

雪解の川に加ふ雪解

靴下まで脱いでしんじっ吉き踏む

牧開く鞭のかはりの声とんで

露燦々と迎へたる古稀

分教場に小さき灯がつく
月代の急の稜線たどりつつ
ゥベレ ー 帽 の と ん ぼ を 払 ふ よ き 手 つ き

周遊券を二っ揃へて

ポスターと余りにちがふ妻の胸

今泉宇涯捌
登四郎

武

富子
武雄
宇涯
良戈
晴子
一宮田

晴

固き枕に寝入りそびれる

︷子

宇

晴

静枝

晴

一口田

︷子

良

いつまでも祭の笛のにぎやかに

酒屋の前の強き打水

武

左折して右折して月振り切れず

秘密を曳ける秋冷の黄泉
ロッキード事件の穴に入る大蛇

比例代表制陰であやつる
花守はさくらの品種そらんじて

奥飛騨の田に田螺鳴くなり

ナォ惚の芽の天ぷらを盛る厚き和紙晴

水垢離あとに着る白僧衣静
独身寮の人生論に熱気あり武
世界大地図貼れる古壁フク

北風荒れて岬の影のはためきし富

コートの男女ひしと寄り添ふ静
爪楊子もらふ細かな気配りに富

次は土曜と腿をつれられ武
突然に耳をつんざく転轍音宇

山羊のお産に獣医往診富
やすらかな呼吸に板戸洩るる月フ
お伽草子に秋の風くる武

ナゥうかつにも通夜に食ったる笑ひ茸富

いつの間にやら汐上げてゐし良

週末は暴走族が寄り合ひて武

三十過ぎれば平凡な人フ

花咲くも花︒散るもまた時の運宇

霞を引いて気象衛星富

昭和五十八年四月二十三日首
昭和五十八年七月二十三日尾
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八市川・市川俳譜教室ｌその二Ｖ

今泉宇涯捌

昌良武富宇

歌仙﹃男とは﹄
男とは女とは何橡咲いて
落し文降る公園の椅子

ナォ蜜蜂のさやけき風に漂へる
この一冊はここで読みたし
縄文の土器の破片の奇怪さよ

杉の秀先の鬚を孕みて

ブッシュマン出て稼ぐＣ・Ｍ
又啼いてまだ眠れぬか青葉木菟

堰の切れたる恋の奔流

嘘多くつきたる唇を奪はれし

かんと耐罰うてうたひ

ア

昭和五十八年十月十七日尾

良

日日

︷子

一宮田

武

︷千

良

日目

︵奉里垂日︶
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献血に﹁炎え易き血﹂と但し書
つけ星

月明に飛行機雲の銀の帯

管制燈に露の交信

ナゥ野の案山子何も知らずに立ってゐる

飢餓民族へ古米・古古米
甲板に遠山脈をまぶしめり

おぼろがつかむビルの日耕

テトラポットの波をしぶきて
怒る花・自爆する花・耐ふる花

ｰ

昭和五十八年五月十日首

占二に

當宇昌良武富宇昌良

｣
且

曇り後晴の予報を旅に出ん

さきもり

フ

し

赤線を引く競馬新聞

充電を
を終
終へ
へ裾
たる月が沖はなれ
をちこちに にバノ︑州吻刈固 α合口雁に

ゥ風狂の人をもてなす衣被
白髪まじりを好もしと見る
思い出のデートの写真色あせて

相性診断ことごとく×

征で立っは悲壮ともはた憂国とも

﹁柱﹂でかぞふ防人の霊
靴音も町も凍れる月の影
ポインセチアを飾る窓際
一政党がまた群れて

新たな力生れ出づくし

離散せしミ

近江泊りの膳の白魚

神意もてはげまされたる初花か

友

憲戈雄子涯
子

武富宇昌良武富宇昌良武冨

一

ハ市川・市川俳譜教室ｌその三Ｖ

今泉宇涯捌

脇起歌仙﹃山をだまき﹄

傘に音山をだまきは雨の花

蛇の泳ぎを見し隠れ沼

クレジットカードで軽く旅をして

翔

秀み宇み秀子子堂み春秀女郎野涯や子
誉

四角四面のカステラの味

原生林にひびく斧音秀

ナォ風光る小川一気に跳び越えてみ

白煙の白根の猿のあほう顔春

督促状の再度舞ひ込むみ
世の中に富も名誉もあらばこそ宇
十二単衣で降嫁する姫岳

山荘に思ひ崩れぬ夜を明かし俊
見つめ合ひつっ熱きコーヒー秀
個性派の五つ子常に取材されみ

洗礼の鐘高らかに鳴る俊
月照らす宇宙遊泳の飛行士に秀
冷まじさ増す中東の乱み

ナゥ秋刀魚売る店のおかみの声張りて岳

七輪なんど知らぬ子等なり茶村
石けりに老も若きも競ひつつ起
明日へ賭けたるマラソンの足舂

茶村翁迎ふ俳筵の夕ざくら宇
くも
九つ十
九の浦に春かすみ立つ岳

昭和五十八年十二月七日尾

昭和五十八年九月七日首
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ビルの上雲去りゆけば月清し

柘榴も熟れて書棚整理す
ゥ傷つきし蟠蝉の翅かなしめば
どこかで猫の鈴のちりちり
電柱のかげにひと待つ高校生

ＡＢＣと恋の火あそび
短銃を撃って人生劇畢る
寧き心に霜のはりつき

寒月の昇りつめたる峡の中
和尚も逝きて今日義仲忌
判決ちかきロッキード裁判

夜をこめて棋譜ひらきたる奥座敷

変転の歴史の窓に花ふぶく
もの狂ひして百千鳥追ふ

渭 幸 岳 起 俊 舂 宇 み 秀

八市川・市川俳詰教室ｌその四Ｖ

俳譜時雨忌

脇起歌仙﹁星崎の闇﹄
今泉宇涯捌

石道つづく果ての寒林宇涯

星崎の闇を見よとや啼く千烏翁
お茶受けの手焼せんくいよろしくて智子

ナォほろ酔ひの神父に春の宵更けて

金婚といふひとくぎり来る

長病みの看取にふっとわく殺意

峨々たる山の上に連れ出す
仙人が俄かに現れて杖を振り

テレビゲームに地雷炸裂

末摘花をこもごもに読む

小刀も箸も使へぬ小学生
岬に寄せる貝の桃いる

名月を逸し弓張る朝の月晴子
萩の小枝を犬のくぐれる良戈

ナゥ商用の余りの今日を雁渡る

素足に似合ふ赤いサンダル智

待宵を切に妻恋ひきりぎりす

紀の川くりの穗芒を刈り

幼なじみが倒産の報

矢立の筆の更にちびゆく

霞の奥の奥の大灘

昭和五十八年十月九日首尾︵舵・俳句文学館︶
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耳たぶの生毛に透きて枕の灯

ゥ秋袷着て世話好きの叔母の声武雄
うそと知りつつ諾ふこともカイ子
汝も夜を覚めゐる頃か胸あつく鳩子

このごろは白毛まじりし父の眉

旅の案内に老舗紹介富子

カンヌより帰り大麻を隠しもつヵ

俳譜の花は吹雪くか飛び散るか

映倫カットの枠がひろがり富

滝壷に月光しぶく無音界武

夏行百日判決を待つ晴

ーペＩツエー
羊の群ゆっくり乱アれ
Ａ・Ｂ・Ｃ良

体操してるビルの屋上智
寅さんの放歌高吟花の土手良
涙こらへて草萌を踏む晴

晴宇智武力智鳩富良力武智武智宇富鳰力

八伊東・伊豆芭蕉堂連句会ｌその一Ｖ

蒼子ノノす素珠蒼女蒼ノノ子栄蒼己子み水子

石渡蒼水捌

み 竹 日 素 珠 津 す 蒼 静

半歌仙﹃庵主恋ひ﹄

庵︑王恋ひ鳴く日もあらん時烏

夏めぐりきて使はざる杖
腰下ろし積荷の終る船待ちて

咄のはずむ比例代表

立秋の頃食すすむ頃

昭和五十八年七月十五日尾

昭和五十六年六月一日首
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束の間の狭間の月を仰ぎ見る

対ふ鏡にしのび寄る老

ゥひとりゐの屋根に木の実の落ちる音

水を逃してダムの建設

呼びもどす想ひ夕日に彩られ

笑ひ失ふ夕張の町

断崖の一枝の鴉風に揺る

枯蟷螂のすがる木の袖

冬月の山ふところに受難の碑

皿に盛られた小麦饅頭

判事とて家に帰れば只の人

深々と電話にお辞儀花の下
時の鐘鳴り浜はのどけし

留
出
よ

半歌仙﹃そこはかと﹄

Ａ伊東・伊豆芭蕉堂連句会ｌその一一Ｖ

勿勿″

初夏の丁間に拾ふ寄書

そこはかと橘香八十八夜か一な

朝の巷に曳売の人

バスを侍づ間も開発の手の延びて

菊咲く庭に流る琴の音

石渡蒼水捌

／'ﾍ
／

湖

T
､
、

昭和五十八年五月十一日開巻

ノ

昭和五十八年六月一日満尾
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灯を消して皆満月の船となる

エレベーターは突如真暗

ゥちぎり絵に刻を忘れて島の秋
みどり黒髪結ひあげてみる
十階の壁に少女のブロマイド
観光のバス下りてゆく九十九折

枯葦深く消える老猫

カラオケマイク休む暇なく
ポタ山にぽっかり浮ぶ冬の月

洗濯棒は昔語りに

北陵の塔の影ひく長々と
野蒜摘みては帰路遠くなる

ウーロン茶滝れてもてなす花の庵

徳 津 正 竹 珠 す 静 蒼 真 日 蒼 石
留
出

治水ノノす子人ノノ女水己静み子果佐子水嬰

'

石渡蒼水捌

正 み 珠 竹 静 す 蒼

竹静水ノノす人ノノ子水ノノ静す水己女子み水
よ

八伊東・伊豆芭蕉堂連句会ｌその三Ｖ

歌仙﹃破れ船﹄
破れ船の澄みてち塾ろの鳴きにけり

び秋簾出湯の匂ひ流れ来て

蔵一塊の雲置きし月白
まるうど

話上手に語る客人

河骨が似たのか京の菓子の似る

赤字路線の駅の打水

一力の調べ軽やか平社員

息深く吸ふ時に鳴る帯

ウハモ
裸婦画展見てゐて熱き身の火照り
らぱ

頬杖ラーメン橋を渡らん
ヘリコプターは物資満載

三宅島火を噴き溶岩は部落呑む

白い鴉が枯野飛翔っ

望遠鏡覗く異国の冬の月

出稼ぎは遠く知らない地にありて

日を転げゆく牧のわらんべ

登るリフトの春は麗らか

同胞の津軽馬子唄花鳶

ナォ土堤のあやめ田舟出るとこ着く処蒼果

形見の扇忘る旅先津留子

割烹着掛け女医は厨に〃
合す掌の只痛々し小祥忌水

放浪の犬涼む公園竹

苔むした句碑に槌りて蝉の鳴く珠

吉と出た神籔少女は懐に果

落研をする共学の仲水

﹁佐保姫﹂の句集出版言祝ぎて日出子

着物の柄も少し派手過ぎ久子

帰る雁畳むカンパスきくえ

満月の二つ影もつ人と馬果

遠出の疲れ解す湯舟に品子

ナゥ秋空を映して蒼き湖の彩ふさ子

魚臭の庇欠伸する猫範子

槌一打船錆風が撒き散らし絹子

踏んだお百度こまの噂り登代子

花人の集ひ聟ゆる天守閣す

昭和五十八年十月三十一日尾

昭和五十八年十月三日首
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C

よ

歌仙﹃烏横切る﹂

そこひ

ど

ふ幸村幸亮隆ふノノ人幸鈴隆ふ鈴隆鈴みふ

１

馬上に白き貌をまぶしむ

ナォ手庇に雪解をさそふ風いでて

鐙戸重き切支丹城

山鳩をおどろかしっ塾森の蔭

帆は遠く見えかくれして冬の涛
炭火がにほふ男の子たまり場

青畳脛の傷巻くさらし布

汽笛ふるへる旅の身仕度
ともし

ぬばたまの夜の底のちシろ塁
鹿火屋の灯透けて木の間に

村

ハ岐阜・奥美濃連句会ｖ

−

水野隆捌

鈴 省 み 幸 ふ 亮

８
よ

烏横切る障子ぴしりと張替へて
︑戸﹂︾﹂

真近き山に雪けむり見ゆ
△床に置く赤き具足の薄俟

一難

泣きに来し背戸の川処の二日月

せな

牛の背より低き山脈

放浪の句をそらんじてみる
ナゥ萬緑の渦登山帽見うしなふ

派手なふとんの春炬燵する

行く雲に罪のいくつを数へつ皇

さかぱやし

酒林吊る上三之町

かりそめの命かりそめならぬ花

−67−

なが︐Ｉ︑と寝て猫はくらする

絵空音に耳

芒ゆるが

陽の藁塚に組みし足なり

ゥ素通りをさせぬ湾二剛︑の秋の湖

待つだけの日の髪首にまつはりて

誹譲盟謝簿淨臓

たづねあてにし乳母が故里

すがりつきたる唖蝉の殼
積みあげし標本箱の幼文字

反橋の下小舟あやつり

川に沿ふ薄墨いるの鐘の音

春まだ寒き寺のきざはし

焼跡の明くるひがしは獄叫叫汀彌判

隆
ど
さ
幸子ふ省ノノみ樹ノノみふ幸り子亮ノノゑ治

八長野県・小布施連句会ｖ

一ｊ

歌仙﹃新酒﹂

↑画︑凸

窪畢〆︲ヘ

三好龍肝捌姑が涙の乾く暇もなく〃〆節

摺り切れＧパンなびく金髪捗光

ナォ精巧な模造ダイヤのネックレスゞ．美

−ノ︐
ハンギレ

一
一

さシやかな贄熱き天蕎麦門γ美
半切や酒のかもしの蔵払ひ．Ｉ︲美恵子未曽有なり追徴金の五億円７光

トヨナ
芋名月に集ふ賓客礎龍肝三宅島人火山ヒ灰
を掃き出す″︑美
らつくばひに行燈ゆする虫啼きて洞光子コズモスに帰る友あり文化祭 〃︒光
秤の針は静止寂黙鐸節子はじらひながら赤い羽売る７〃
風涼し朱筆加ふる豆字引ｈｌ美燧道の工事現場に淡き月美

へ︾フ

孫の帰省に出せる薄掛雌Ｔｌ光日限り仕立に強き篦付駒叩〃

ゥ双乳を時を選ばずなぶる夫ヴルー節窓越にテスト満点弾む声〃
肝肢ら
の犬
が鎖
曳き
づ弧
り 〃
色
即
是
空
悟
り
ひ
け
ど
ｈ

一風邪ひきだけが藪の定連ｆ光番茶も出花春の宗理庵肝

千初の谷をのぞきし猿の群少〃ナゥ銘々が気儘勝手に一休み節
たそがれせまり急ぐ雪吊光釣るにむつかし湖の公魚・小弥太
律一出稼ぎがたのむサラ金月かげる美五年前町花指定の三角草〃

はからずも顔を見せたる新県議〃中世は謎の謎とて史家が愚痴光
醍押垂絆

辱い朗一に斗朋鑑︵舵・鴻山館︶

焼かれて開く貝の大口美育の話はテープはみ出る美
気比の宮潮騒近く鎮座され節
砂利道直す雛の前日美
入組し文に切なき雨の花光
卒業式に国歌唱はる肝

−68−

ハ東久留米・香保里会ｌその一Ｖ

一襄井一襄井一襄井一襄井一襄井子井

ｉ希〆４︾吋畔吻易レ

ﾉ

歌仙﹁人日や﹂

輪襄

野口里井捌

ー 里

式打

矛

︲︾︑人日や二花三月の理に
ん

④一松過ぎにける紙魚の古文書
少この年も明治の柳芽吹くら

八冴１
返りては夕べ明るき

長き馬堤にふるさとの風

桜襄

ナォ﹁さんふらわあ﹂風呂で泳げる卒業児吸井

親の財布を隠し持ち出す

性懲りもなく赤い灯の溺れ酒ｆⅢ

エリート面ラの胸のハンカチＩ井
大気いま東ての極みのスキー行︲襄

鏡の覆ひ払ふ華著な手入猟襄

夜は山鳥の鍋を囲みて
振子振る大きな時計半を打つ１井

しどけなく垣間見せたる白い胸．ｉ

重い鞄を持たされてゐる綱岬眺一ｒ井

井

森を出るまでの案内月の量Ｉ襄
広い刈田にひヌく里笛バ

ナゥ豊年の夜毎何処かで喧嘩沙汰抑卜

千切れとぶもの雲ばかりなり↓襄

浜砂に椰子の実一つ流れより

Ｉ
陽炎ふさまに巌頭の贋
井

俊寛が偲ぶは京の花衣伽ｖ
手枕の夢覚めてうらシか〃︐襄

昭和五十八年一月一日首
昭和五十八年七月一日尾
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︐春の月水湧く音に誘はれっ
ゥＭＯＡ飾る蕪村の屏風まだ其処に

ドラマの如き恋は失せけり
茶を滝れて付合ってゐるだけの仲

はるかとなりし子育ての頃

同じ柄なる白緋着て

手はなぴの松葉に闇の深くなり

頭円めて妖し虫鳴く

十六布埼といふ美しき言葉あり
海老蔵の楽屋の菊に析がはいる

宵の内からぽっ︐Ｉ︑の雨
遅咲きの八重に郊外電車つき
スポーツ新聞よく売れる春

…1く研ﾘ州;vw"!

塊

八東久留米・香保里会ｌその二Ｖ１万領ハァーレ

襄 輪
襄星子襄井子星襄井子星襄井子星井子

野口里井捌

歌仙﹃立秋や﹄礼到ィ７７︲

立秋や百薬の長めでたけれ
ほっノー︑として水引の紅

月の影篁に風たちそめて

海も渚も水浴の群れ

襄

ナォ猫の仔にまっはられゐる古机井

紀記万葉を置きて久しき

シンセサイザーシルクロードは遙かなる子

酪駝の首に神の下りて星
夏空にかヌやく星の名は何と井
明易くして地球自転す襄

噴火洪水地震かみなり暴風雨子
せつに剃る髭今宵逢ふくく星
女子大生含蓋もなく曝すなり襄
あんな野郎と恋はさよなら子
月に雲いまだすたれぬ浪花節井

稲田日和に濯ぎいそがむ星

ナゥ身のほとり掠めすぎゆく赤蜻蛉襄

見下す谷の黒部激流子
売店のみやげは何処も同じにて井
六角凧は中芯に巻く星

焼烏賊がにほひ落花の遊園地襄

春宵独り養老の舞子

昭和五十八年十一月二十七日尾

昭和五十八年八月三日首
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あるかなきかの羽目板の縞
蝉の声去りしと見えし赤松に
ワ馳け出してやめてしまへり夜の砂

握りたる掌のあなかたきこと

玉子と納豆つくがならはし

抱く だ け が せ め て と 他 人 に は 言 ひ て

芥川全集一本だけの旅

眠気があれば菩薩たゆたふ

永平寺早や雪ながら冬の月

餅蝉も作務の内なる

働けばひと日明るき雨が降り
ギャンブルの欄恐しく見る

朧こぐなる頃はぬる燗

花の宴玩具ばかりをもてあそび

童 里 一

晴虹忌あがめられ技術指導に過す日々ｊ１月

八浜松・佳菊会ｌその一Ｖ

︲．蝶烏唄ふ郷のこよなき？白

〃州見事に芳しき能の苗植えてｈｌ岳

１︐Ｊ
ＡＨ七十
二候﹃蔦紅葉﹄せゞらぐ水に音絶えぬ町剖鷺
森月鼠捌
駒

﹁石垣は苔に寂たり蔦紅葉秘晴虹翁緬膨ニォ久方に都踊りに招かるる小Ｌｆ且

識一尚蔀困挙云膜︾酔燕鉗僅畔酔諏州晦州ｊ︲ｊ捨ぅた文は誰のものやら山川１−−一
指で字を書いて悔まず赤い顔
リラックスして刻忘るらし７Ｊ月舟︐番ハネムーンにはジャワとスマトラ鮓昨Ｉ冨

９

− 7 1 −

一

須く貴賤長幼序を守れ７ 佳子見事なる椰子の葉蔭の風涼しＩＩ英
事故無き街のいと〆整然７花扇日焼けし四肢に土産薑た：鰔乳

池月去来する雲何処へ消ゅやら月

十Ｉ盛付は岩魚照り焼手焼皿猟叫風月サミットは互に平和求め合ひつ１１芳

ナ旅将棋達甚平姿に

初ゥ菩提寺の句碑を称へる公報紙丁照月貿易の自由に進む文化陣？寿
主筆は確か市立出の姫加牙ｒ恵月海外の色見ゆるデパート偽川朔

罫誘はざる紅顔紳士夢に生き︑アー百合子バッタリとクラスメートの久し振り〃トー峰

如何な御趣味とやをら伺ふ〃ｌ千恵Ｉ
押しも押されぬ財界の雄７橋
ホームランファン等勝利に抱き合ひＫ都子鉱月
の出を知らすデジタル腕時計７︲三
余久︾互の熱に温む東て肌膠ｒ喜久女ｆ御持参リンゴデザートによし︲叩ｒ宝

を埋々と古松にか蛍る冬の月ｒ章友謹一ゥ百余頭牛の肥えたり芒原Ｉ
ず豊
カメラを向ける氏神の森何１輝月娘は二十歳劃秤灘丁母似や例亀

今日の記念に色紙差し出す︑Ⅲ策月太鼓腹にて何時もおほらか災秀

涙ぎ受け単身赴任椅子につくｈ川露人国籍の違ひなど問ふ要もなく〃Ｉ水

華光幸月月蕾月月兎栄紅月豊知雄峰叩扇遂水月照

へ寒夜厭はず恩師慕うて竹７峰松

ナゥ綱渡るミスサーカスの放れ技〆鈴

文福茶釜何時もピカピカ両汀

諦瞳護彬嫌浄乱師癩

都市秋の整然月は真丸く歯里

希望満して元気一杯ｎＶ漁火

卿﹂菟波道辿るが生命炉辺の讃７Ｊ満月

餐徹簡輸姉蝿準電恥嬬訓誌封判Ｊ州軒賎

胆力は据りて常に群を抜き瓜Ⅱた

袴を脱げば安き寛ギ︽１華香

難題の解けて帰りの足軽くｈｌ庄

喝天高う一片の雲ありやなし内〃松月

醍醐味の縮とて皆が仰ぐらん一月

古龍の流れ殊に麗例芳

解散風の匂ふ国会７︐静

エヤーポケットもおどろきもせず７影

花愈§枝葉延して可ぶらん瑚玉芝

ゞ

昭和五十八年九月八日首尾

ノ壬

で

弓 勺 一

︲百千の烏の唄ふ喜び↑↓注連

︲︾ナォ春闘けて社運倍：好転し〃１雅風
秘書の男割引㈱言交はす度〃ず春汀
出張は妻に仕立ててアメリカへ〃もｒ笠凰

三面鏡に直す髪型Ａ１士笠

前庭に噴水高く吹き上り洞志積
芝生は青く茂る吉祥油〃邦居
魂の入りしロボット名をなしてん庇松韻

人に心の無きぞ悲しき〃ｈ 甲蛙
六ヶ敷外交となる北の海７１麗水

平和目指さば良きに進展っＩ恭鶴
灸壺を外れて灸も効果なし幻Ｉ登村

正なるものに清き足跡７浴里

石鼠花つ月代花包華秋

歌仙

﹃十六夜﹄
クレー恥毎︾Ｚ

森月鼠捌

艇Ｉトー

１１

ナォ入学の御礼参りに梅の宮

砒下げし彼の手早に

制服を着てシャッターを切る
スイッチを入れし途端に恋の唄

床の水仙無心なる白

暖房の間に後朝の乱れ髪

犬の声何見付けしやけたシまし

誇り傷つく教職の皆

軍事スパイの身柄送検
学園に暴力沙汰が蔓延し

吊す串柿ビルの窓にも

善悪の絆を照らす今日の月

風池鼠風池鼠風池鼠風池鼠風池鼠風池鼠

八浜松・佳菊会ｌその二Ｖ

︽伽雁朏玉

１
山菜料理長命の種

十六夜や停年知らぬ吾倖
近勝りっ塾仰ぐ菊の香
天高う社中吟行和やかに

乳の温泉に浸り寒さを吹飛ばし

スキーメンバー若さ溢るる
老いても捨てぬ夢の拡がり

ナゥ秋深く禅の修業の梢進み
情操豊にしとやかな所作

忍といふ字が守り神なり

北国の娘を嫁に和やかさ

観光のバス長閑麗

浜松に花前線が覆ひ来て

／､＞

−

つ

弓

−

ゥ上げ下げのリフトに生きる軟き風

弟分等と思へぬ仕種して

ドライブならばいっそ逗留

白百合匂ふ渓谷の月

滝音は諸行無常と聞えたり
実行の出来ぬ政策耳によく
放り出したる総裁の椅子
幸運は誰が手に落ん四シ巴
水の流れは止めぬのがよし

大衆の花は殊更高潔に
日の丸の春輝き渡る

池風月

池風鼠池風鼠池風鼠池風鼠池風鼠月月鼠

照月

照鼠照鼠照鼠照鼠照鼠照鼠照鼠照鼠月鼠

ナォたっぷりと墨含ませて麗に

技法巧に珍味溌荊

思ふ様濡れて巫山の夢枕
寶のほつれ毛直す後朝
東北の新幹線は黒字見て

松島土産南部風鈴

久方に筑波の友の明易く

コーヒーセット近代の粋

ママさんのバレー指導はお茶目さん

日本服に体暇寛ぐ

社交ダンスに冷を忘るシ

望の夜はワインに栗を添へもして

福祉の恵受ける小羊

ナゥ知らずして神盧に叶ふ愛の羽根

身を捨てし天衣無縫の宮城嬢

永久にかほりて麗なりけり

明るく晴るる第二人生
老木の花とて皆に羨まれ

鼠照鼠照鼠照鼠照鼠照鼠照鼠照鼠照鼠照

八浜松・佳菊会ｌその一一一Ｖ

歌仙﹃夕端居﹄
勤労の一日を過し夕端居
狭庭にふいと臭鳴く声
受験前孫等気遣ふ嫁女にて

仕舞湯済す暇惜しまる
月見客十数人はある予定
手描き模様の秋袷着る
ゥ自然薯の汁に満腹得たりけり

膝崩しても気品備はる

肌を下げて秋波を送りもし
逢はせて母の喜びを聞く

輝の手に休養の恵無く

Ｐった

北の漁場の危機へ凍月
反核の運動頓に持ち上り
高点占める女流詩詠み

大当り拍手は割れんばかりにて

岩壁の母待ち遠き哉

戦争の方捨が法の花なれや

春の政治の下々にまで

74−

隣

春ク春ク春ク春ク樹ツ

いにし

ひと

相聞の世が癒したりわが心痛

とは
宝石の如ご美
しきよき人
城内の老弱見詰む怯惚と

木偶ならず血肉そなへし
ひと頁を人の喜び歌ひつっ

放鳥もまた仏門の慈悲

墓の辺に篭開き魚は瞠目す

月晩の下樹を仰ぐ女

近き浜の秋風の裡に挨拶す

とろ

ク春ク春クノノ春ク春ク舂ク春ク春ク春ク春ク春ク

ｊ

ｆＶ儲
八埼玉県・花泉会ｖ

光﹂

︵原句ドイツ語︑春樹和訳︶

西独カール・ハインッ・クルッ

日本花泉会馬嶋春樹

日独両吟百韻﹃日脚

序

Ｃ・Ｈ・クルッ氏は︑西独ボベンデンに住む作家︑文
学博士︒ヨーロッパ作家協会々長で︑特に日本の連歌の

ぺルギー
寒恐るるや白耳
義の蝶
蘇るか海に散る花山蔭に
暗き版画にまたも春愁

ニォ桑が静夜の夢を妨げて

嵐おさまり窓の白々

山脈の円頂に迫る朝日影

箱根関所は遠き古へ

従容たるテルの児壁に打ちまもり
とも

朋は微笑す初夏の歌

舟遊び瀞はトロリと結晶岩

陽に輝くは草と花々

遠き大計風そよぐ也

両首脳膝を交へて山荘に

−75−

研究と実作では︑世界屈指の人物︒但し︑百韻は︑初め

ル

てなので︑現在︑筆者の指導で︑文音両吟を行い︑五十
句まで作了︒
おもむ

月光の紅樹徐ろに露は消え

更けて播く充棟の書

をち

歌求め遠行く旅人身に入みて

快き宿良き主振り

壁に提琴針葉樹の影と共にあり
かく

煙草に荒れし舌に珈琲
山越に雲明け氷雪蔵す天

のすり鼠をひつ下げて飛ぶ
︾﹂一﹂

一ゥ凝 れ る も 魚 す で に 知 る 春 の 気 配 を

友は送れり〃高帽の歌手〃︾

春ク

農業は国の大本古諺云ふ春
かりさか

八後記ｖ

なお︑原句は︑すべて極めて厳正な五七五・七七音節

によるドイツ語で︑現在︑欧米で︑日本伝統のこの五七

五定形に最も忠実なのは︑西独の俳人である︒筆者の付

句送稿もすべて独語稿︒

、一〜

既に太古に祖先は鋤けりク
雁坂に月は照るなり静寂境春

広葉針葉に秋風の森ク

一ゥ十六弁菊花は君の御絞章春

拝脆す吾は時の辛苦にク

若きらは日すがらロックに忘我の境春

舞はぬこの身は露戦喪脚ク
中曽根も平和この
鳩を俳譜に春
ころ

我は倶るる精神の凍死ク

冬篭り読み耽りをり一伝奇春

各章各句難苦坤吟ク

無門関無縄自縛と云ひ放ち春

蒼月微光森の雲間にク
窓際に玉葱剥くも涙妻舂

児はうづくまり眼閉ざしつク
嬉しさは平和と花の真盛り春

ー軌 唾舜十四朋十調印壷舘継続中

のらりくらりと為す事も無くク

ン

垂〃高帽の歌手″はＣ・Ｈ・クルッ氏の近作小説︑春樹全英訳了︒
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身

八西宮・かつらぎｌその一Ｖ

かつらぎ創刊五十五年記念

源氏行﹃安万侶﹄

三州瓦しぶき色合

ニォ建前の祝ひの銭の畑に飛ぶ

たつを

樹巴

艸成
清女
静穗
絹女

鼓を打てば筧ひび交ふ

年増女の口紅の濃き

大福茶まゐり長寿の師弟なり

癌く胸こらへやうなし文付けん

巣立雀のせはしげな声春人

岡本舂人按排

安万侶の茶山の春は言ふことなし胄畝

多河史

あい子

経戻す気持を秘めし逢瀬にて

土鈴に結ぶ紅の紐双葉女

龍風

さかえ

返り見すればうすうすと嶺々

ビードロの宮憾があがりて浜涼し

一夜仕立の浴衣揃へて

・釣釜 の お 菓 子 を 一 つ 掌 に 無 涯 子
瓢の実吹けばメロデイをなす藺生

出世コースの外地駐在

山帰来

昭代

ノノ

勾欄に侍り片雲もなき伺いを且鹿

北泉

西浦綾子

柳青める啄木の歌碑

義一

駅弁の釜めしの蓋とれば湯気

梅子

犬連れて来て芸を教へるよし江

ゥゆるやかに流るる大河暮の秋リキヱ

ニゥ藻汐焼く煙の立てり暮れ遅く

青空！に忘れしさまの木守柿

百合子

ラストダンスに愛をたしかむ静光

妹と偽り汗をにじませて一睡

言ひ吃りつつご機嫌をとる
婚の荷を飾り連ねし中にゐて

ジエットコース汐．ｌに小春日の列平川照子

水都子

真智子

鼻の差に外れし馬券風花に寿郎

詞副州馴４期砂利道旧切冴えわたりあきら

鵤のしきりに夕まぐれ時

一儘干

海底くぐり蝦夷と地つづき山崎綾子

寿賀子

藁の屋棉ぼ板の屋根月ｉｑ︲まもなく

裏街道に沿うて鹿垣

蓉子

闇汁のこつんとあたるものは何

大きな魚板ゆるる禅堂

父母探す残留遺児に寒返る山黛
富士の白雪とけはじめたり延子

寝返りうてば丁字匂へる緋沙子

嘩叱ぐもり日ねもす無叩かこちつつ有年女

弓ワ

2タ

学問の府はい圭封心の盛りなり元子

万愚節とて電話頻繁佳津子

秩序正しくネオン胄赤テル子

ナォ歯の痛み蛙の夜の寝ぐるしき一九

木枯に立てる裸婦像天を指すきみ子
寒天つくるかくれ耶蘇村民岡照子
恋ゆえに鬼女ともならむ冬細葉Ｉ須麻

ガンバリズムのボート練習九々生
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髪ふり乱し火の見櫓へ星女
文楽をつぐ若者の夏袴草介

馬の戸籍の誇る血統万佳

道遙の哲学の道青葉して玉江

月を待つ人岸辺にも中洲にも圭志
鳴子の縄をたはむれに引く清嵐

ローカル線のひとり旅よし幾湖

ナゥ鵲鵤の石たたき岩たたきつつ正恵

陽炎もゅる古都の双塔早太

かつば竹のそば焼酎にほろ酔ひてふさの

沓脱に落花一片はりっけり丹花
白粥にさと芹を散らしい時子
恥禰諦什叱辱十一Ｆ朋十疸印霊︵文音︶

p

八西宮かつらぎｌその二Ｖ｜卿ぃ句︲９
脇起歌仙二月柳や﹄

ナォ厩出しチロルの鈴の鳴りひびき

ｆ

岡本春人捌星

乳

どろもどろに唄ふカラオケ７義
／″〆髭落し名宰相にそしっ
くりに＃

定家の筆にぽっと紙魚あとｒ

︑Ｉ
青
柳
や
覆
ひ
重
な
る
い
と
桜
赫
去
来
辛
棒
が
仇
手遅れの癌手術ｈ叩
もみ
添水間遠となる目借時泌春人紅絹裂く
様な閨の声なり７︲

昼弁当の茶を運び来る侭春山洞灸のあとののぞく襟あし澱

−79−

こつこつと田を打ち土はでこぽこに白川緋沙子あかつきを恨む煙草を吸ひつけてｆ＃西浦綾

破れ案山子の思案顔なり村須麻うるめ鰯でさっとお茶漬向Ⅶ

1

四阿に月叱を待つ人語りゐて〃へ延子Ｉ室の津の格子戸の煤払ふなりた剛Ｉ

新酒の出来の殊の外よく御叩水都子茸山値ぶみ大はづれせるＴｌ

ゥ栗むきて跡継の無きこと淋しｈ例絹女増税のなき政策をぬけぬけと？Ｉ

ＡＢＣと段階のラブ７︲草介店をたたんで旅に出る秋ｈ叩

痴話げんかさまざまの物飛び交ひて岬十元子ナゥ肩すぼめ更待の向いのぼるなり伯吋

熟年期とて入門すジャズダンスｈｌ佳津子足神にお礼まゐりの足軽く何吋

地獄極楽見るは法楽了九々生嵯峨野の雨に春を惜しみぬ心Ⅱ

隣へ詫びる青蔦の伸び久同山崎綾子若き男女のまじるお遍路〃
函館のトラピスチーヌ夏の⑤捌津γ芝能の修羅舞に花散りふぶき了
ついとかすめし初燕らし似．ィ〃

綴

厭離庵屋根のみ背伸びしてみても偽り西浦綾子昭和五十八年四月九日首尾︵船・落柿舎次庵︶

一望に花の山々連なりて︲形幸二
光り流るる芹の水なり御美代子

延元二山絹星都代沙介一子洞生麻女一元

八金沢・金石公民館俳譜研究会ｌその一Ｖ

一ｆ桐︲ｒ｜歌仙﹃野分止む﹄

ナォ欄干にもたれて人を待つも春う

ゲートボールに勇む老人渭枝
日曜は時事放談を楽しみに代
選挙話もいつか遠のき泰子
夕涼む裸姿は今はなく千重子

清水九璋捌
蕉仙子

いつまでも忘れかねたる思ひしてた

一〆

九璋
峰雲

β﹂ｒ〆
月一つあっけらかんと野分止む

たか子

千重子

かつみ

九

富子
光子
華峰
蕉

蹄輌壷什恥斡廿一距一一汁朋澪︵膝・松帆舎︶

文

いとうら易かに流れる犀川九

とりつくろはい人の尊さ豊子
橋一つ向うが花の真盛り苔花

師の喜寿の野立の席を洩る蔓琴

田面流る鼻民笛の音う

ナゥ山門に入れば小春の庵静か美

庭には秋の七草の咲く九

ビル建ち並ぶ加賀の温泉富
月明り遠く弥勒の世を想ふ蕉

なっかしの香林坊に魚半消え香軒

心引かる皇粋な襟元光

床几で話す町の若い衆峰

また一と頻り鳴き出せる虫
桝晴れに子芋を洗ふ母老いて
やうやく馴れしこの里の水

千代子

亀山

匂ふものなんにも無くて夢封めし

遠くの山も晴れ晴れとして
ゥ師の懸け軸独り静かに眺め居り

うしほ

九

折り も 折 り な つ か し き 人 た ず ね 来 て

富美

嫁がたてたる抹茶頂く

逢へば逢うたで云ふ言葉なし

文子

た

地元から大臣四人生れたり
でんそ映えたる金沢の城

蟹舟は雪を冠りて月の海

焚火の中の芋は焼け居し
湯上りの肌のほてりの未ださめず

窓の風呼ぶ夕暮れの庭

よく見れば三日見ぬ間の花近く

篝蜘ｌによる白魚ちらほら

−8o−

畷
ず

ハ金沢・金石公民館俳譜研究会ｌその二Ｖ

ナォ朧夜を声なき犬にまっはられ
いとさりげなく友は行くなり

富美子

重

千代子

︵齢・松帆舎︶

九

亀

云口十化

愛子
亀山
幸枝
敏子
豊子
清子
富美

峰

アフ

代

九

身も捨て皇こそ浮ぶ瀬もあれ

呑む酒も一人となればほろにがき

祥子

脇起歌仙﹃時は今﹄
清水九璋捌

お六櫛白きうなじの髪洗ひ

のど元過ぐれば熱さ忘る壁

もらった文をやぶり捨てたり
涼しくも岩噛む浪の寄せ来たり

九璋

明智光秀
うしほ

三日天下の夢も短夜
峰雲

時は今天の下知る五月かな

一寸先は闇の世の中

無理通り道理屈する筈もなし

ィ︑彦一

昔なっかし奥能登の旅

それぞれの想ひで仰ぐ今日の月

和五十八年十二月二十七日尾

昭和五十八年八月二十日首昭

学童うら與な本能寺の趾

うるさ蚤の都心を離れ花の丘

龍は雲呼び雲は雨呼ぶ

放ちやる狩場の鷹は舞ひあがり

光秀植ゑし唐崎の松

紅葉山にはひぐらしの声

たか子

ナゥ武生では菊人形に人群れて

吉田

た

光子

香

重

吉子

峰

九

かつみ

富子
華峰

世の中の運と不運は紙一重

香軒

未だ程遠き先の民宿

この文を律義な友に頼まれて
燃ゆる想ひは隠されもせず
小栗栖の藪から藪へっ武く径

五十五歳で逝きし光秀

庭にたまたま鳴ける鵯

千重子

さりとても通ひ馴れたし月の径
砧ばやしを遠 近︲に聞き
ゥ明けてゆく遙かな 山 は 芒 ゆ れ

4
マ

月させど開くにかたき寒椿

一寸の虫に五分の魂

人の世は一つかなへば又一つ

あたり佗しく蛙鳴く谷

醍醐寺の風も和みて花吹雪
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くこ

Ｉ似諺１−
〆壺

一
ｔ

Ａ金沢・金石公民館俳譜研究会ｌその三Ｖ

総選挙の日は迫り来る敏

ナォ木勺の芽に心も新た旅に発つ美

深々と会釈されたは誰やらん喜

気つきし頃は後の祭りで浄

師走二十日も過ぎて仕舞ひした

河豚鍋に薬味灯にしむ二日酔千代子

なさぬ恋ケーキの中にまぎらせて光

清

酩雨琿廿

︾汁一一一卵一十コ叩雷︵齢・松帆舎︶

人波っヅく春の公園九

とぎれ／︑に物売りの声た
散る花を餌かと集ふ池の鯉光

七つ星仰ぎ今宵も波止場に佇ち敏

綿菓子買て急ぐ家路に美

ナゥ誘れてつい輪に這入り盆踊菊

南無の二字に心澄まして情
焼芋の匂ひた武よふ月の街浄
長き夜道で犬にびっくりと

何もなき我身なれども蒜なく喜

忍ぶ思を胸に秘めつつ愛

たか子

た

光

富美子

浄子
菊野

と志子

光子
愛子
敏子
喜代
清子

九璋

故千賀女

清水九璋捌

脇起歌仙﹃温泉の香﹄

ｘ相や時雨にかはる温泉の香

す
っかり紅葉 したる庭先
ｌ

晴れあがる空にいつ しか月の出て

サイレン喝吋刺ぱ犬の遠吠え

酔へば昔の愚痴が出て来る

様かはる事ばかりなる憂き世なり

ゥ松任でのあんころ餅を手土産に

道に迷ふも我も齢かと

あの露地になつかしき人の思ひ出が

君恋しの唄口にしっ

柱時計が夜八時打つ

澄みわたる空に今宵は星ばかり
ふね

厨に胡爪きざむ音する

愛

漁船の笛たそがれて沖の月涼し
帰省子の楽しみは母の味であり

−

と

菊

釣りし黒鯛汐汁にし

孫送り外へ出づれば朝桜
ため息ばかり春の思ひ出
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週間誌星占ひのページ繰る

宇宙飛行士米ソ戦争

ナォ春うらら大きなアーチ出来上り
岡本春人捌

片思ひとは知るや知らずや
唄啓のおもろい夫婦泣き笑ひ

母の形見の古代縮緬

ナゥ駅ホームいま満開の菊人形

秋潮寄する能登の大橋

窓の月いま中天をわたるなり

ＢＧＭのムードたのしむ

髭に似合はず声のやさしき
毎日の長距離電話キスで切る

日射病急邊来られしインターン

登山電車の高き運賃

故渭嗣

智

水引細工一筋に老ゅ

桐箱の家紋風呂敷とり出して

︵文音︶

春智登千英智登春千英智千英登春英千登

八金沢・金沢連句会ｖ

歌仙﹃夏蝶や﹄
夏蝶や仏に輪廻ありや否
Ｉ
春人
千佳
英子

Ｉ炎天の下仰ぎ見る︲句碑
ジェット機の発つすごき爆音

風わたる加賀の平野を一望に

尺八にギターを和して印当園︲けし

登喜子

智恵子

千

春

同窓会を萩の宿にて

ロマンスグレーのすばらしき君

ゥ渋好みなる秋袷気品あり

登

英

朝な夕なと菜園に出て

春

恋愛のいつしか金婚式迎へ
カルチャー教室あれもこれもと

そぼ降る雨とつばくらめ舞ふ

靖国の参道花の散り敷きて

連日の手づくりセール大人気

登

昭和五十八年十一月十日尾

昭和五十八年八月十日首

智
千

月寒し赤提灯に立ち寄らん
陶の狸がでんとおかしき

春

英

右書きの紺ののれんの老舗にて

智

百十八の翁笑まへり

テントを張りてサザエ焼きゐる

公園の花の盛りの野点席
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̲蚕

お国自慢の唄も出てくる

ナォ五加木飯珍らしがれば喜ばれ

誰彼に可愛がられるおぼこにて
かりそめの恋そだちゆくなり

麦の穂波に泳がされゐる

くちづけの火と燃えしより恥かしぐ

幾佳爽幾佳爽幾佳爽幾佳爽幾佳爽幾佳爽

八日立・かびれ連句会ｌその一Ｖ

小松崎爽胄捌

歌仙﹁松の根﹂
〜
松の根の瘤頑に寒
緊る
〆磯の千鳥の鳴き細る声

村長の選挙に負けてくやしがり

安値の株を大量に買ふ

約束どれも絵に描きし餅
笠承け筑波の山を降り来て

蝮の袋ひよこと動きし

吹き晴れて豆名月といふべけれ

さま変りして川は流るる

ナゥ母がりの落穂を踏むは懐しく

腕あげしままの工事車休みなり

明日の準備に幹事忙しき
城山は匂ふばかりの花の雲

昭和五十八年七月二十二日満尾︵文音︶

碑たかく廻る蝶々
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旅人の心もとなく黄昏れて
叩坂ばかりなる古き湯の町

尾花の風が髪を摩かす

月観んと酒提げて来し岩の鼻

下心ある顔と見えたる

ゥ箱根路の紅葉の頃を案内され
思ひきり派手を選びしペアルック

びっしり並ぶ建売の家

切なき恋を知らぬこのごろ
木枯のからから天気続きゐて
ＤＪⅡ″ｊＯ日１１１︑ｂ１︑

天心の月に故郷を偲ぶらん

秋の祭の太鼓間える

丹波栗ほっほっと剥く宵のほど

潮騒重く雨催ふなり

枝垂れては蒼摩る花の幽玄に

春深みゆく山裾の村

佳幾爽
津
佳幾爽佳幾爽佳幾爽佳幾爽佳幾爽子多青

ろ

八日立・かびれ連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃鉄色﹄

ん＊総崎爽青
Ｄ０ＩＩＩｌｌＩｊｊＩｌ

鉄色に宵矧刹肩るる余寒かな爽青
路地を曲ればほの匂ふ梅奈美子

霞む日の隣へ留守をたのみ来て碧

岑示

ナォ春もやや円の相場の落付きて

幕切れとなるお宮貫一

衿ぽくる見えるうなじの憎らしく
あが

上りはみんな親方が取る
なまごみ
生塵につまづく犬を猫嗽し

女性も乗せてチャレンジャー翔ぶ

原宿は淡島さまも何のその

ディスコを出れば耳痒くなる
ひたひたと噂のごとく波寄せて

北斎の富士迫りあがるなり

琴の音のたどたどしさも十三夜

宝のやうに頒ける松茸

ナゥ鉦叩指先に来て鳴き出しぬ

名所案内は上の空なる
時刻表また確める枕もと
ちと気短になりし年寄

うっらうっらと春や燗漫

／〃ＩｊＩＩ１ｌｌ１１ｑｌ︲︲

古里の花の吹雪を振りかぶり

昭和五十八年八月二十日満尾︵文音︶
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ｌ

発明展に眼を見張りをる爽
餅搗くは兎にあらＩぬ月仰ぎ奈

添水の音を自Ｉ慢する庭碧

古稀といふ齢には見えぬ膚の艶碧

きまりの寝酒熱燗がよき奈

牟婚ｊゥ揺れやまぬ糸瓜の影の冷やかに爽
＃
ん学６

唇の火をやんはりと消す爽

何もかも捨てんと思ふいとほしさ

底の抜けたる弩の青さよ碧

夕月の匂ふばかりに澄みきって爽

塩加滅よく茄だる枝豆奈
巨人勝ち上機嫌なりとろろ汁碧
眼やさしき狩野派の虎爽
花盛る墨染桜振り仰ぎ奈

造幣局に千金の宵碧

奈碧爽奈碧爽奈碧爽奈碧爽奈碧爽奈碧爽

八東京・神田義仲寺連句会婦人の集いｌその一Ｖ

斎藤石嬰師追善

脇起歌仙﹁歳の市﹄
藤井佐和女捌

雑踏の星の濡れいる歳の市石嬰
吉き日来たれと暦買ふ辻佐和女
熟年の旅や地球を廻るらん徳治

友と並びて写真とる丘澄琴
苔むして瓦の門の三日月微代

ナォ春の蚊や骨休めする昼下り美
いいことづくめの選挙放送重

背を向けて父子は漫画を読み続け佐

女の仕事果つる事なく微

群立ちし慰霊碑おるがむ木の葉髪重

保革伯仲政界・の冬好

独り居のジグゾーパズルはかどらず和

画廊を廻る若きカップル美

ナゥ書女唄を聞きし湯宿のちちろ虫重

蝿二人の名園めぐり澄

︵紗・神田御宿稲荷社務所︶

昭和五十八年十二月八日首
昭和五十九年一月十二日尾

ぜんまいたけて渡る松風微

フェリーのしぶき白く光りて美

放送衛星間もなく上り好

秋扇さして還暦の宴光

星月夜高層ビルの華やぎに甫

夜学の窓のいつ迄明かく光篤
ゥ烏瓜船の往還のみさき道好江
﹁吾妻はや﹂とて偲ぶ面影美雪
警官も恋に狂ひて道はずし香重

謎多き石の巨神の小さき島和

おそ咲きの恋みのらせし女優ゐて佐
︲Ｉ自づと向き変ふ肪ひのボート微

夢消えし城壁のしみ鳶の舞ふ佐

手を振れる桜黄王あでやかに佐

あけくれ金を捜す山住み徳

百合の香に月の張りつく窓開く徳

郭公の鳴く森を家とし微

遭難のニュース続きて黙重く和香

土砂降りやまぬ独り居のひる香甫

苗床作り朝なノ︑に好

我勝ちに散華拾うて花の寺光
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Q

︐１︵Ｎリアー珍奇吃
Ｉ〆
０Ｊ
ｊソ ー ノ ／ 鱗 ︲
一
〃

ノノ

八東京・ 神 田 義 仲 寺 連 句 会 婦 人 の 集 い ｌ そ の 二 Ｖ

斎藤 石里師追善
ｊ４ｌｌｌｊｌｌ

歌仙﹃年の果﹄
高橋微代捌

舷門の灯の僅々と年の果石嬰

一︐ぷく一

ｆノノ﹄︑
︐ノルグ︐や

要
ノ

Ａｌ・〆０

△︑

揺れる川刊劃瑠Ｉ木枯の丘微代

工程の幾十ありや緋織り香重
孫に引かれ
て賞状を受く徳二
ｌ
洞穴を抜けて明月風うまく美雪
岬卜熔ｒを下る満員のバス和香

ワ秋時雨師の割．別は山晴れて香甫

車椅子押す妻の背まるく好江

はるばると湖北の例鄭諏ね来て徳
色とりどりの土産ひろげる澄琴
夕空にスペースシャトル輝きて美

手描きの聖書破格値競売光第
オルガンの遠き祖の音夏の月和

小ｌ澗Ｉ寄 せる噴水の彩佐和女
いねがたき白夜の街は人気なく光

液晶リ
ング冑から赤に重
Ｉ丘
戦跡の
悠々と花の雲微

しぶき目に追ふ春の潮みつ佐

ナォ葱坊主裏︒
山Ｉの風とく捉へ徳

篭しよひ乍ら句を考へて澄

ザ・デイ・アフター世界をめぐる恐怖心重

昔も今も大道易者佐

冬座敷神田噺子を稽古する徳
ストーブ列車鉄路光りて光

大屋根に雌雄揃ひて魔除獅子美

南方系を恋人にして徳

何となく廻り道する昼下り甫

ファイバースコープで明日香玄武絵光

焼きたてのパンをかシへて月の人好

秋の試験に十回挑戦重

ナゥ中華粥赤い電柱そヌろ寒澄

五百羅漢の突くも笑ふも好

心地よく腹の空きたる遊園地甫

異国の女に会釈して行く微

花吹雪ジョギングの足軽々と和

賜ひし海案今日を盛りに佐

︵紗・神田御宿稲荷社務所︶

昭和五十八年十二月八日首尾
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うなじ

瓜生白雨捌

舟花白し香白花し白花し白花し白千と雨
げ

八東京・北区連句研究会ｌその一Ｖ

歌仙﹁端居人﹄
万巻の書のゆゆしさや端居入

めじろの篭を吊す庭の木
姿リ変る武甲荒肌迫りきて
腰に差したる利鎌きらりと
川ノ辺の葦踏み分けて仰ぐ月

へｒ︺新涼ながら喘ぐ老犬
ゥたとふれば人世は落つる一葉なり
エピキュリアンは今日も酒場に

湯上りの項に掛る熱き息

二人で鳴らす願ギの鰐口
減税の沙汰もさっぱり遠退きて

どっかと火針囲む商い

塀越しに寒月のぞく京の街
詞司伽Ｉが司郎ｉ個逢はむ旅ゆく
五平餅ひとついかがともてなされ

肘のうづきて天気占ふ

花時計昼の廻りのゆっくりと

春野横切る園児らの影

ナォ乗っ込みの鮒まるまるとあぎとひぬ白

帽子を投げて大の字に寝るし
国中がテレビ見守る甲子園舟
冷しコーヒー並ぶテーブル花

縁薄き女が歌ふ恋の唄白

港の丘でいつも逢曳し
１

雨に打たる参建売の旗花

さまになる黒いパイプの横唖え舟

有金を相場に張って高笑ひ白

写楽の粋を飾る壁面し
岩風呂近く虫の声々花

なほ奥へ箱根八里は月明り舟

黄金堤は国道の傍し

ナゥこの節は持ち直したる稲の出来白

岬の端にかかる綿雲舟

腹減れば塩のにぎりのうまきこと花

覚えしほどのひとつ初雷白

むらさきや花曼陀羅にけぶる里し

昭和五十八年八月八日首尾︵齢・小林しげと宅︶
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白
し
花
舟

"
‐

八東京・北区連句研究会ｌその二Ｖ

歌仙﹃信濃路﹄
平山柊一郎捌

︲富州

信濃
路
や落葉に埋む道祖神＃花千
り
こふた体
容るるに足らぬ日溜り 白雨
△立ち舞へる小袖裳裾の華やぎて・

皿に分けたる鯉のから揚げ稚ししげと
三ケ月を田毎にやどす道を行く狗叩柊一郎

ひと

かげで泣く女今も昔も択舟香

眠りさまさるもずの高声倫川江楓
鋤肉刺剛の河渡り来る古戦場伊秀峰

江

ドンファンに仕立てられたる性可笑し７耕人

老いし羅宇屋の六区界隈ｔし

一枚の馬券に足も軽やかに州Ⅷ

秀

一国田

舟

宿の浴衣は糊のききすぎ１
くＩ花

赤字線ゆるノ︑と来て月涼しん１１

眉太げなる令色の弁１
Ｉ
代々の気骨頑固に土守る
１柊

腓返りのひたに痛さょ白

義経の役者にまさる花の山い

ｉ

草餅ひさぐ茶屋の呼びｊ
込み聯耕

気になり出した明日の出勤門川柊

ナォ長閖なる瀞を筏で漕ぎゆけばｎＪし

慣らされて押し合ひもなきストの群７Ｊ江

白

舟

釣竿磨く指のふしくれ仇川い秀

ひとしぐれ屋根に石置く飯場にてそ

ｌ

囲はる蚤身のほど憂しと一人酒門川

蒲団の端は猫の領分花

通ひ疲れにくすむやは肌︵ｒｌ富
劇画本伏せて些か腹が空きＡ１︐し

江

風に紛れし鐘の音の数９１１柊

過疎村の今宵ばかりは盆の月筑

芒が原に闇忍び寄る例抑秀

ナゥ新蕎麦の幟も染める提灯屋峡舟
思ひもかけず受ける表彰絹Ⅱ︲花

苦しみも楽しみもあるこの浮世７１白

子を負ふ人の辿る坂道八澱秀

城壁に枝影薄き花の冷えし

風船玉の逃げる青空柊

︵齢・北区中央公園文化センター︶

昭和五十七年十一月十日首
昭和五十八年三月十八日尾
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4

舎勿内︐︑ＤｇｇＯｑ

Ｍ川川ｆ

柊舟江秀

江舟柊舟江秀柊舟江秀舟柊秀江郎香楓峰

八東京・北区連句研究会ｌその三Ｖ

斗州i〈↑ ずノ似揃州'一ウ11脚

平山柊一郎捌

歌仙﹃夏木立﹄
山伏の草珪浸すや夏木立
寝莫産をはたく一陣の風
△引っ越しの荷物やうやく積み上げて

窓覗き込む黒い野良猫

出稼ぎの帰りたくなる望の月

柿売り人の道も狭しと

ゥ荒野原見渡す果を雁渡る
化粧なほして誰を待つやら
マンションの小窓に映る影二つ

物言ひたげな額の写楽よ

紫に煙る山並旅の宿

分教場にオルガンが鳴る
細りゆく我が身を照らす冬の月

あんこう鍋をっ湧く長箸
店前の車の音に眼がさめて
千代田の濠に揺れる石垣
束の間の花の盛りを競ひつ蛍
バレンタインのお返しは何

グ

ナォ春空に帽子投げ合ふ下校どきノゲ

柊

家に来てゐる鬼のサラ金難１秀

阿弥陀仏拭ふ台座がぐら入︑と部江

交通規制もほんの短夜．︒江

柊
ベッドを下りて歩行練習〃ｂ
入れ替はり注がれるビール猪口で受け舟

柊

裾ふり乱し喘ぐ胸元／〃︐江

路地裏を急げば犬が吠えかかる〃１柊

潮騒たかき由比の白浜江

朝まだき眼に物言はせ木戸を出る即Ｉ

遊子かなしむ秋陵の吟︽江

月宿す葉末の露に触れて見ん柊

車を止めてただす道すじ

柊

ナゥ新そばの看板しるき町の遥秀

ジーパンの口笛かるく流し行く〃江

蓉拮朋二拝唾甲露︵文音︶

干潟にあまた人の遊べる江

煉瓦の色もくすむキャンパス秀
語り部はしばし黙して花の昼柊

蹄耐壺拝
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年

ム
一
﹃︾〃ヴ

ハ岐阜・岐阜高校連句会ｌその一Ｖ

甫恭恥欄牛し
ナォ朽ちかけし塀よりセロの聞え来て平

歌仙﹃春祭﹄
︿一一鐸
〃
″
一
本
道
の
続
く
氏
神

大野国士捌安曇野は野面を遠く雲光り士
狂四郎の剣また人を斬る平

︵泣きべその化粧の稚児や春祭安平恋やつれ鳶囲ひの内なれど

Ｚ木の芽田楽っぶの和物修一歓喜の罠に戒を破りし士

１０月ⅢｊＩＩｌＩｌｌ

Ｏ永日の平仮名の書の箙たけて国士コーランの国の熱砂は身に応へ平

背山の影が沈む露寒士うはさ話も過ぎて喧し平

あるじは留守と札を掛け置く平夜風涼しき王宮の庭
月のぼる寝待の頃の港町女御はん更衣はんたんとゐやはって士

文の中身は金の催促龍棲むといふ池の秋色士

ゥ冷まじき鄙剛温たらせて女郎塚平蒻翠の声のしきりに夕月夜

思案六法ひきて立て膝平いやいやながら嫁ぐあばずれ

胎の子に科のさらさらなきものを士ナゥ玄徳に乞はれて露の門を出で平

美味のひときは蓮根の穴士二進法にてユートピアなり平

住職は不動産業をも兼ねて世の中は至る所にコンピュータ士

杯洗を脇へ押しやる冬の月平今日もかも謝剖叫制州掴型化堤

蹄輌面持皿斡函躬十叶申雷︵齢・岐阜高校︶

新たな旅へもはやお発ちか駿馬の背ナにもゆる陽炎士

週ｌ副Ｉが禍福塞翁が馬平

潮騒にのって流るるかもめどり士

童話の村へしゃぼん玉飛ぶ士

車椅子黙せるままの花の陰
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︑
と
佐口修一捌

穂昌一士昭司子昌穂士一司子昭穗一一士

八岐阜・岐阜高校連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃花の雨﹄
やちまたに逢へば別れ四絹岬万雨

名残りに鳴きて帰る雁

春祭この水上も宵ならん
ゅるりゅるりと行け肩車

故郷へ急ぐ道々月清し

ナォ列長き遠足の子に光る風昭

晶眉の筋の座敷明るく

はずむ力に張り合って負け子
胸を借り羽目板にとぶ三段目司

パンプスの赤きを細く脱ぐときは士

今宵限りと身をつくす恋穂
爆弾を絆に堪へてはや七年昌
風雨の中にねぢけたる松子

切イ焼Ｉけの焦土にひびく百舌の声司

彼岸中日農継がぬ子に昭

渋柿かじる倦怠の朝

みがかれしフロントガラス副烈冬けて士

角を曲れば急な坂道昌

ナゥヵラオヶの調子はづれを誉められる穂

ひっそりと一隅暗き城下町昭

項淋しき雛僧の影子
草枕編ｗ花花に酔ひ痴れて司
中天高く雲雀鱈る穗

恥湘迩汁肌痒廻朋十城印龍︵鯵・岐阜高校︶
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露含みたる足袋を履き替ヘ

ゥ独り寝の宵の徒然虫時雨
留守居の妻をのぞく隣人
かりそめのサラ金いつか泥沼に

贈賄収賄利権脱税

いらっしゃいボトル目印達磨の絵

谷間を常の風が吹き抜け
みどり児の指さきにあり夏の月

脱がせし襯衣甘き汗の香
公団の二ＤＫに住みなれて

老いの一日眺む古雛

庫裏より運ぶ木の芽田楽

逃避行心Ⅷ訓は夢路の標なり

修正正光昌修国

八松山・錦心会ｌその一Ｖ

脇起歌仙﹃野の泉﹄
渡部伸居捌

仲志
孝子
伸居
和子

蜻蛉や光生みゐる野の泉

心はずみつ紙包解く

真紀子

大襖開け放ちある夏座敷

黒き葡萄は甘してふ子等
夕月に残る仕事の急がれて

人影何処緑蔭の掎子

芳子
孝

能楽舞台衣ずれの音

ナォそよノ︑と海より寄する春の風

八十の祖母に付き添ふ寺参り

﹁おしん﹂の話往きも復りも
冷房の効きも程よくレモネード

・葱隠塞莞詮拳凱

手を重ね振る御社の鈴
雨あがり葉先に残る玉雫

Ｉ

牛乳配達原付で来る

早発ちへ幸先祝ふ暁の月
姑嬉しげに今年米炊く

乾されし溌裸日を吸ひて舞ふ

ナゥ薫りよき肌ざはり良き菊枕

和

卒業の歌流る学び舎

遊び加減は酒となりたり
胄空に花も色めく三分咲き

昭和五十九年十月十九日尾

昭和五十八年九月二日首

︵文音︶
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美代子

鰍おろしの町に湯煙幾筋も
誘ひの電話さりげなく置く

居

美

たまさかの庭の手入れに手を痛め

和
美
真

臆しっ騨父偽るも恋故に
渇水ダムに想ひ出の跡
過疎の村高速道路貫通し

鴨居に吊す新調の服

芳
孝

逆縁の身に沁み透る冬の月

礫の霞忽ちに来る

若者の歌響く会場

居

花吹雪浴びつボートを遣るもよし

真

のっそりと老番犬の立ち上り

街のネオンはみな朧にて

美真居和芳孝美真居和芳孝美真居和芳孝

八松山・錦心会ｌその二Ｖ

脇起歌仙﹃折

障子細めに見る十三夜

折紙は鶴と兜や栗の飯
ｓ談続く四隣の虫をあしらひに

遠き山々紫紺増しゆく

浴衣にてそぞろ歩きの幾たりか

ゆ塾し風情にゆらぐ夕顔
ゥ垣根越シ起居の消えし草の庵
名も知らぬま塾想ひつのりて
ぬばたまの黒髪指に巻きほどき

針に通らぬ糸はもどかし

鶴﹄

渡部伸居捌

容紫子

瓢郎
伸居
京子
去心幸ヨ

淑子
容

千代子

一承

居

幸三

淑

豆腐屋の刻に小銭を揃へ待つ

輸入の枠へ農民の声

千

淑

幸ヨ

一宗

容

鉄筋の裂け目へ深く寒の月

毛皮の人は自動扉に

父親の遺産五億と攝かれ

居

あてどなき旅船も乗り継ぎ
地獄洞出づれば花の剖珂ゴＪ司

小雨っヌきに籠る永き日

ナォ春昼の呆け目覚まし高鳴りに容

姿も色も珍しき烏千

城砦にまつはる霊の数知れず京

ビールを浴びて優勝を祝ぐ雪

参詣バスのひつきりも無し居
緑蔭に集ふ若者いきノ︑と淑

転寝へ気兼ね電話のひそやかに容

少女
Ｉの頃へ懐ひ馳せをり千

松茸山の入礼の寄り雪

恋人は軍服のまシ老いもせず京
置き忘れたる斧が錆びつく居
渓流をキラめかせつ蚤月昇る淑

ナゥ秋深き煎じ薬の火を細く容
壁画古墳のまた一つ現れ千
ユトリロの女歩ける田舎町京

有りなしの風頬をくすぐる居
散りそめし花の並木を俳個り淑

渭しき眼．持ちて入学雪

躍輌珂廿恥逵十式明二十一一一明露︵文音︶
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＄

ハ栃木・句華苑吟社ｌその一Ｖ

歌仙﹃鵜匠一
民一郎

正一

白路
虹

鵜匠鵜を放つ篝火猛りをり
Ｙ明暗ひそむ川底を見る
︒夏時雨力の限り棹さして

むすび三つが昼の弁当

順之亮
白

一二言一二

夕月や穂芒なびく径すがら
人影もなき夜︲の金魚屋
ゥ馬追に胸を這はせる疲れ群︲割ｌｌ

正

虹

民

相寄れるこころ二つをいつくしみ

順

まだ定まらぬ余生への道
もつれし影をかくす夕雲

民

薫香のしばし残りてゐたりけり
うすらあかりにミロのヴィナス

白

寒月や莫高窟の仏達

馬繋ぎゐる大木のもと

正

順

虹

木菟鳴きて北進の夢冷ましぬる

痒き三里の灸跡を掻き
夕雲の遠く花散る丘の上

肩寄せ合ひて春の野を来る

ナォにぎりめし子の掌にあまり鼓草白

飢と病魔のカンボヂャの難民民
長雨の鳰鳴くさへもうとましく虹

凌ぎきたりし山の夕映え正

十六夜が清心と行く蓮池かな頂

連理の枝と託つ虚言三
手相見のローソク町のくらがりに民
内緒話に鯉が池打つ白

微風きて妹が後れ毛そよそよと正

つまづく石も縁のはしくれ虹

小督立つ嵯峨野は遅き月昇り順
虫の音はたと止みしせつなき三

ナゥうす闇に澄むやうなじと白き花白

カランコロンと下駄の音して民

円朝も明治を織りし綾の絹虹

︾毎即一一廿一叩壗︵文音︶

眉毛重たき幕間の烟正
花の下花子は舞ひぬ鐘供養順
今も岬に百千鳥啼く三

畔輌珂廿
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Q

八栃木・句華苑吟社ｌその二Ｖ

歌仙﹃れんげうや﹄

れんげうやひと端正に佇ちゐたり

晴間をつづる昼のうぐひす
虻打って音はじけたるおろかにて

月光につれなく読める返し歌

州Ｉ待ちくたびれて帰る道なか

夕べの風の夜をはげしく
ゥ思はざる人来ておもはざる秋天
なつかしみつつ古都の腱僻蜂み

比翼塚名のみ残りし雨の音

逢ふ瀬のしばし匂ふ草の戸
はしなくも都塵避けきて竹林に

五濁拭へと弘法の井戸

夏の月湖畔に鐘のなりひびき

簾の内にまた老人が見ゆ

頬こけて櫟林の夕あかり
墨七彩ににじむ雨あひ
おむすびに花びらそっと来てとまる

風吹くままにそよぐ芝草

ナォ真向ひに桐の花咲く寺の縁頂

朝を楚々と納豆の膳三

﹁たらちね﹂を取りに鈴本跳ね太鼓虹

間夫気どりの肩をふれ合ひ白

冬ぬくしそっと渡さる文読みて正

みちくる潮にぬるる柔肌民
布団より足出す癖をもう女三
夢見る顔も世帯やつれし順

これだけは売らじも泡と応挙の絵白

片手の線で軽くいなさる虹

月明り座主の公案解けぬまま民
当てなき径を虫に急かされ正

ナゥ虹見の滝の紅葉くぐりて降りゆく順

ひと足さきに発てるつれなき三

面はゆきいとこ同士の二人旅虹

コンパクト出し知らぬふりする白

僻皿朋十計申牽︵鯵・吉本画廊︶

お地蔵も澄まし顔なり花吹雪正
いつか来てゐる児等の歌声順

駝榊亜什
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q

た順正白民三
み之虹

正白民三た順虹正白民三を亮一路郎蔓

八東京・草茎ｌその一Ｖ

歌仙

﹃落葉宿﹄
零雨
冬男

宇田零雨捌

こたび三たび時雨すぎゆく
一朗

あけくれを葱雑炊や落葉宿

ふと口ずさむ望郷の歌

火草
筧水

ハツエ

月代の匂へぱ雁の渡るらん
どっとなだるる葛の下風

もりえ

達子
靖子

ナォ亡きひとを思へば浮ぶ春の耐﹃Ｉ靖

いんいん響く山寺の鐘水

やたらに犬の吠える日盛り水

黒揚羽谷戸の滴り縫ふごとく広男

知事選の穴場となりし新開地直道
ウーマンパワ−強きこのごろ〃

おでん酒酌みて亭主をこきおろしハ

松美しき島が真向ひ道

くしやみ大きくすれば木枯道
境内に汐の香のする式内社佳

望月に平家を弾くは誰やらん草
到桝だわめっっ辿りゆくみち靖

神経痛のいたむ片足一止

ナゥみちのくの峡の出湯の秋深くも

だんご並べて馴れぬ商ひ佳

恩給の利息物価に追ひつけず道

春愁ほのとまたたける星広

振りむけば天守は花の雲に浮き水

蠅緬迩什叱韓十垂朋一一杵一一一田霊︵齢・草茎社︶

／ 』

公ｘまなかひの海灰色に波立ちて

ゥ送り火の消えても残る面かげよ

果てしなく湧く遠き思ひ出
サングラスかけて母国を旅立てる

ハ

も

朗

積乱雲の覆ふ列島

二人して肩よせ合へる飛機の窓

ハ

靖

佳子

達

も

葉山

金婚式のレイつけしまま
夜学帰りのこほろぎの径

聖堂のクロスさやかに月あげて
木の実降る音に郷愁やるせなく

湖尻にひそと鴨の残れる

長くなりたる転地療養
Ｉ
朝夕の赤城颪に花吹雪

− 0 7 −

戸

八東京・草茎ｌその二Ｖ

歌仙
﹃伊勢海老﹄

伊勢海老をでんと飾るや柳樽

宇田零雨捌

零雨
糸江
佳子

えう子

石積み古りて細き坂道

都子

〆定紋幕に初明りして
金木犀の強き香りよ

風すこし立ちしと思ふ細判の音

車椅子押す朗らかな嫁

火草
葉山

ゥ教会の十字架光り爽かに

都

シえ

シえ

もりえ

笑ふとき八重歯こぼれて愛らしく

きみ江

わらべ唄うたへば月の上るらん

若葉のかげに揺るる水影
とけかけたアイスキャンデーもてあまし

いづくともなく錨言ぐせせらぎ

てつ男

シえ

″

寺早

戦友を偲べば鬚る盆の月
声を落して遠ざかる雁

山

竜神祀る荒れしお社

福子

新渋の匂ひただよふ隠れ里

焼き上りたる栄螺田楽

花一樹瓢箪の酒ごぽごぽと

ナォ旅恋へぱ春潮ひたにふくれくる都

直りかけたるリウマチの足福

干菜湯に浸りて孫と長話草

がたがた軒をたたく木枯花子

昨日から帰らぬ夫を待ちわびて草

幾たびとなくかきあげる髪福

宵祭金魚すぐひの忙しく〃
灯の涼しげに古りし石段え

異国めくオランダ坂の通り雨〃

口笛吹けば天に餌す都

地下鉄を出れば副刷珂皎々と宏子

夜学教師となりて幾とせ山

ナゥ朝顔をこよなく愛し余念なき男

上機嫌なる一合の酒〃

いつ見てもたのしきものに写楽の絵糸

庫裡にさしこむ日ざしあたたか宏

ほんのりかすむ春の灯宏

寂かさに花ほろノ︲︑と散りそめて男

蹄輌琿廿叱轌十結盟一丼一一一申壗︵齢・草茎社︶
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ツ

宇田零雨捌

山道雨山道雨山道雨山道雨山道雨山道雨

ナォ浜名湖の波きらきらと暖かく

新幹線の旅は楽しや

買ひこみしおこし外郎吉備団子
おしやくり好きの女学生たち

スキー宿つぎつぎ恋がめばえたる

一部始終を知るは北風

首塚の辺に時烏鳴く

幾丘のゆるくつづきて古戦場

不愛想なる掛茶屋の爺

注連張りし大いなる石滴りて

山道雨山道雨山道雨山道雨山道雨山道雨

八東京・草茎ｌその三Ｖ

歌仙﹃絵双六﹄

絵双六さすが箱根は難所かな

泣初のあり笑初あり

恥多き自叙伝ながら書き上げて

Ｉ

昔のままのふるさとの山
簾の薔薇の咲き乱れつつ

がたがたと鼠の走る雨の月

宿直室は地下の一階

うるかの小壺ありて満ち足る
ナゥ昨日今日なじみとなりし鉦叩

安ウイスキー岬りっづけて

白壁に藤田嗣治の猫の模写

丘より丘へ移る噌り

青空の限りの果の花万朶

︵文音︶

−99−

からからと矢車の鳴る五月晴

初め て の キ ス を 案 山 子 に 見 ら れ た る
ころん︐／︑と落とすおにぎり

竜胆は月の光に濡れやすく
肩抱きよするやや寒の道

ところどころに沼のある原

寝ころべば耳朶をはなれぬ夏蛙

芋焼酎が何よりも好き

身にしみつきし高き汐の香
分校の教師となりて幾とせぞ

ゥ鎌倉に予後をしづかに暮らすてふ

レ／

春雷にあわててたたむ花莚
トラックに積む蜜蜂の箱

葉直零

身
1
1
z

八松山・草茎愛媛支部ｌその一Ｖ

松永静雨捌

脇起歌仙﹃天の川﹄

天の川相逢ふこともあらざりき
刷副乎団Ｉ子Ｉと秋果とりどり

集ひ来て老いも若きも萩の庭
語りっがれし民話ありける

別荘番の忙がしき夏

ナォ西郷の像も長閖に鳩の糞静
飴をなめつつ憩ふひととき美

十五にもなるやならずで妊れる杖

彼待ちわびる土砂降りの午後月
急行のダイヤ乱れてむし暑く千

糖尿病をかこつ此の頃静

爽竹桃と競ふサルビアきぐ代
学園に贈収賄のあひっぎて生

天井の御祈祷札へ手を合はし絹

けたたましくも猫を追ふ犬八
砂浜に佇てば満月匂ふかに生

あちらこちらにいも炊きの群美
ナゥ伊予路なる大州盆地は秋深く代

遠くに間こゆ選挙演説千

下駄を鳴らして河添ひの道杖
洸惚の人等ベンチで日向ぽこ美

吹きくる風に巣立ち行く烏光

国宝の城門高く花満ちて八

醍岬壺什皿蓉執盟一一串壗︵齢・松山市民会館︶
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満水のダム啼き渡る時烏
何時しかつひに忘れ得ぬ人

ゥ旅費かせぐ学生なれば愛想よく

島の戸へ引く白き航跡

書き終へし恋文に香焚きこめて

石を積みつつ唱ふ心経

大韓機遂に行方の絶えしまま
月冴えて背に襲ひくる風の音

頂上までを登る段畑

物の化の如さわぐ枯芦
赤旗を未だ家宝の平家村

声も弾みて遠足の子等

湖へなだるる如く花散りて

美絹御光音弥四静零
智
光杖月生光八生静絹恵恵杖子八生月雨雨

一

八松山・草茎愛媛支部ｌその二Ｖ

松永静雨捌

脇起歌仙﹃石蕗の花﹄

懐手して庭に佇む

世の隅にあるひそけさや石蕗の花

広々として続く国道

網を引く漁師の声も勇ましく

絹

零雨
静雨
絹恵
弥生
音八
四月

千津子

新築の木の香ゅかしき月の宴

うなずき合ふて入るモーテル

名刺に小さく記す虫の句
ワ秋遍路峠の岩に腰かけて
輪を描きつつ鳶舞ひまふ
これはまあ高校生が大胆な

生

静

光子

美智恵

選挙事務所に揺れる鶯草

秒きざむ時計ばかりがカチカチと

生

美

光

静

外地にありて偲ぶ故郷

日焼けせし人等集ひて仰ぐ月

さまよひながら笑ふ狂人

八

月

震度五の地震の跡の荒れ果てし

色とりどりに放つ風船

花時の電車待つ児等賑やかに

どこを切っても金太郎飴御杖

ナォ真に受けてはたと戸惑ふ四月馬鹿月

櫓炬燵でそっと手をとる慶恵

ままごとをせし思ひ出に胸熱く絹

格子戸越しに洩るる琴の音美

蓬来のぴんとはねたる海老のひげ生

くっきりとスペースシャトル北の空月

海へ海へと流れ行く雲八

かかはりもなき景気不景気生
心臓に悪い煙草と知りつつも静

藁塚の影黒々と月更けて光

子規全集も読みつくしたる光

そぞろ寒さのしみる此の頃きく代
ナゥふくよかに黄菊白菊匂ひたち美

時折跳ねる内濠の鯉絹

還暦を祝ふ御ン師のすこやかに千

蓉辻一朋十匡朋電︵齢・松山市民会館︶

連句三昧のどかなる日々慶

吾も君も偲匂吹雪に包まれて杖
蠅輌唖汁
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C

ｒ

八東京・葛ヶ谷会ｖ

歌仙﹁心太﹂
︑︑今ｊ

鋤初Ｉ︵″４岸→ｖ

行きは渋滞帰りは不通

ナォ夢破れ﹁アフリカの日々﹂小説に

鬼のやんまは大将のもの

たり今宏一汐ゴーＩｔ↓山地春眠子捌煙草買ふに水着をつける秋出水

心太しゆるると沈む硝子鉢みや本丸の木の間がくれに昼の月
たかむしろ

萱のべ待つは川風彰鉢植の稲実り風立っ

塀の落書いまだ消されず多満共鳴る心人に知らゅな

みそかごと

山の湯に師弟四五人集まりてけい子手を肩にそっとささやく秘事

花野に佇ちて深呼吸するけ夜もはづさぬ濃きサングラス

︵鯵・彰居︶
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夕月夜マッチをすれば芝居めき成子楼藺の都流沙に埋もれて

新走り提げ甥の来れるけへそくり入れし本を屑屋に

ゥ敬老日子らは忘れたふりをしてや刻の音にあわてて残す銀の靴

籾てと言ひ釣書見せる御重役〃ナゥ巌よりただ飛び込むがトドの芸

女盛りの衿足憎き満中年男の料理学校

雲白く朱き烏居は街外れ彰吉祥寺見覚えし街失くなりて
つはぶき

鋸鋸に︹誇拘働卸を背にしてけ故里なまりゆきずりに聞く
ものもらひ石蕗の葉でなほりますや花衣疲れし肩をすべりつつ

昭和五十八年九月十七日尾

瀬戸の海より届くだしじゃこ満おぼろに暮るる一日の歓
野遊びの少し日に焼け足軽しけ昭和五十八年七月十六日首
さか

エアロビクスを教はりに行く玲子

雪婆飛びつつ光りつつ交る〃

はじき猿売る底冷の寺愛

彰や満成や彰ノノけノノ玲満や愛満玲彰満成

暉峻桐雨捌

ヂォたらの芽をならべる縁に副副引ｕ傭小

竿竹売のながす片町

日ざかり暑し峰の笠雲

野馬追の武者を今日だけちょっと惚れ

あくびかみかみ語る初恋

島沈む噴火のニュース生々し

１

立ち読みで醤油の小買いつい忘れ
ジャズ聴きながら髪染めている

六本木原宿あたり矧制刹削剖洲１１

Ｉ

差額ベッドもこれでお別れ

側鄙凹昌黙州ぶりさけみれば月暗しｉ

波立ちさわぐ秋の海原

ゲートボールでもめる爺婆

ナゥ晩稲刈やっと済ませて骨やすめ

渡り廊下に三毛の鈴の音

気にしてたわたくし雨が通りすぎ

鳴物入りでくれる春の日

花の屑あつめて小川里に入り

︵舩・四谷︑内山宅︶

昭和五十八年十月十一日首尾

桐鶴吉眸光紫司桐鶴吉眸光紫司桐鶴吉眸

ジ

守多八東京・くのいち連句会ｌその一Ｖ

〃＃︾

〆歌仙﹃名﹃名月や﹄

露にぬれつつ萩の燧道

眸

名月や見しらぬ顔もちらほらと

到来の松茸飯のよく炊けて

浦苑花雨

光紫司桐鵺吉眸光紫司桐女女

風が頁をめくる絵日記

息をのむ空中ぶらんこ宙に舞い

唐子あやつるからくりの糸

勤行終えて内庭を掃く

ゥおとがいが尖って見える夕あかり

甘くちの酒は好まぬ村の衆

ク仲人 ぬ き で 睦 み あ う 床

急いでくだる川添いの路

初あられ冷たい足をなでてやり

ひと山もえる奥飛騨の秋

勺野天風呂肩しずめれば月も揺れ
口あけてあけびは人を呼ぶならし

幕開き近き木戸のにぎわい
早立であすは花見の旅に出ん

︑雲雀とってとせがむ腕白
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光紫司桐
鶴吉

シ

歌仙﹃水
﹁水鉄砲﹂

■■■■■日日Ⅱ９１１日■０ＪⅡ０日室■ＩⅡ４Ｎもり

うち抜きぬ夏祭

伝言のこし帰る口笛

やま峡のともし灯ちかし雨の月

数がそろわぬ秋の七草

︑１６○１０Ⅱ１１８０ｐ０ＩＩＩＩ０山川寺！■１巳？

ゥ釣舟に釣れない鴬を小半日
一升徳利ゆさぶってみる

︒夕Ｉ
濡縁に猫うづくまる
まぐれ
唐紙ごしに湯ざめ気づかう

東京駅でみやげ物買い

それぞれの思いを秘めて旅の宿

また台風に飛ぶ屋根瓦

宵やみに足取りおもく田圃みち

団栗を数え切れずに眠りこけ

暉峻桐雨捌

紫吉鶴司光桐
眸
鶴司光桐紫眸吉鵺司光桐苑女女花浦雨

いつまでたっても鳴りやまぬベル

ナォ穴を出た蛇におどろき母の袖

たれはばからぬ妻の橋声

日曜は居留守をつかう共稼ぎ

のこる暑さをしのぐ甘酒

チャリティのビンゴで特賞ひきあてて

絵葉書えらぶ制服の子ら

猿沢の池のさざなみこやみなく

まだ箸つけぬ膳の佃煮

つぎつぎにジャンボとびたつ周司泓酔り︲

牡丹の根分けとどく草堂

正客の座はあいたまま月三竿

目薬しみるバスの待合

ナゥ四︑五日は日和さだまり村芝居

大安売りの幕ゆれている

あいさつをしながら名前おもい出し

友を迎える春はたけなわ

追伸に花の見ごろを書きそえて

︵齢・四谷︑内山宅︶

昭和五十八年七月二十五日首尾

桐紫眸吉鶴司光桐紫眸吉鶴司光桐紫眸吉

八東京・くのいち連句会ｌその二Ｖ

1、

白い上布のすける残照
白

水鉄
v』砲

苗木の市のつづく参道

1

上顔

一

I

パッチワークの色合わせする
車椅子ひざの落花をそのままに
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｢
、

７棟あげの馳走の手筈ととのいて

△

﹃新涼﹄
木村葉山捌

子子敬多子ノノ純ノノ正子純子江子雄ノノ子子

津 球

赤いシャシ着た青年を連れ

ナォ投票へ春田いくつも越えてゆき
カステラを提げおにぎりを提げ
助手席に犬も積みこみドライブへ

朝顔市に街は賑はひ

寄り添へぱブロンドの髪頬を撫ぜ

啄木もゐし本郷の宿

路地裏の格子に洩るる蚊遣香

影を映して池しづかなり

境内にマンション建てる寺ありて

二日続きの鍋焼うどん

居残りてワープロを打つ寒き月

ビタミン剤を種々とりそろへ

ナゥ来年の予定いっぱい作曲家

丘に登れば舂光の海

天翔けてオーロラ描くコロンビア

故国より嬉しき花の便り来て

雪解けの水いまだ冷たく

︵紗・大岡山︑

昭和五十八年十二月満尾

望嶽楽房︶

佳 祐 千 美 好

佳純敬保千禮潤子潤純禮子子子子純禮正

枝穂

八東京・柴門連句会ｖ

歌仙

新涼や舗道汽船の絵タイル嵌め

港の上を渡る初雁

片言の英語で話す月の宴
虹かかりしと告げる声して

うつせみ

光浴びつつ雲雀舞ひたつ

−10弓

誰れを相手にアマチュア無線
さぐらんぼ種ばかりなる皿の中

つのる思ひを遂にあかさず

ゥ暮なづむ橋本川は水豊か
結婚の指輪をはめて半世紀
朽ちゆく軒に冬の雨降る
床あげも近くショールを肩にかけ

ひそとしづまる山萩の寺

記憶たよりに埋める家計簿
はやばやと傾ける月窓に見て
こともなく二百二十日は過ぎ去りし

時折り間こゅおさらひの曲

花吹雪空蝉橋につづく径

潤 好 保 禮 敬 正 多 南 純 形

札幌・札幌かつらぎ連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃網戸して﹄

九静あ九静あ九江須静あ九江子子ら枝九

久保田一九捌岡本舂人加朱

網戸して同じ造りの家並ぶ

濃淡あまた鉄線の花

岨道のハンドル捌き鮮やかに

一スカートの案山子傾き

ナォ開拓のとヌかい僻地アイヌ葱あ

野火の煙に文学碑暮る静
無人駅僧一人降りすたノ︑と九
学童疎開せし日偲びて静

大胆に背まる出しの夏ドレスあ
水からくりの太鼓つまづく九

ゅけどゆけど頂はなし草の阿蘇あ
独りロビーにコーヒーを飲む静

さりげなく目くばせをしてうつむきてあ

玉三郎と声のか参りし須

句に歌に詠み古されし月の磯九

風の芒野ひとり行くなり静

大韓機墜ち世界震憾〃

ナゥＤ５１の走る国境薄紅葉あ

会終る胎外受精宿題に静
型紙ひろげ踏み場なきまで須
花篝帯の銀文字浮び出て〃
天主の空に暮れ残る凧九

昭和五十八年六月二十四日首
昭和五十八年九月二十六日尾
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雀にはかにとびたちし藪
月円か村の居酒屋賑ひて
ミ

ゥ海峡の闇の深きに稲光
木履ちり蚤舞妓小走り
老らくの恋語るらん肩並べ
目を細めたる壺の仕上り
お点前に京の銘菓をとり寄せて

地震この方温泉の出ず

巌頭の鋭し月の冴えわたり

翔っ白鳥の千を越ゆくし
第条と風吹き荒ぶ古戦場
不作っヌきの農の行く末

稚魚放流の水のぬるめる

枅競ふ仮装行列花吹雪

須江あ静一
枝毅き

八札幌・札幌かつらぎ連句会ｌその二Ｖ

久保田一九捌

歌仙﹃泥流の﹄
泥流の光る白樺月夜かな
案山子に着せし流行の服

秋風に実をつけし笹湧きたちて

ナォ燕や大志抱きて上京すあ

優勝杯の春うら蚤なり

静

エンジンの音快調に湖渡舟九
綱いつぱいに干す濯ぎもの江

戦友会話のつきず燗熱く静

雪虫舞ひて暗き林道九

パオ

包灯り大草原は更けまさりあ
四川料理の辛さびり／︑江

静

微笑にまぎらし涙かくし拭く静

少女ながらもイルカ調教九

インタビューてきぱき仕草魅力あり

西郷どんに城山の月あ

ナゥ泥染めの仕立おろしの秋袷江

俄かに進路変へし脆風九

屯する暴走族のカラフルなあ

キャンセル待ちに空港の混む静

岩頭に深山桜の花吹雪あ

鶯餅の早やも売切れ九

昭和五十八年四月二十二日尾

昭和五十八年二月十九日首
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読みつまづきっ古典難かし

金魚売よき声流し昼さがり
蒻翠の指輪秘色た鼻へり
ゥ光莊に金環蝕の美事さょ

お伽の国の舞踏大会

乳ぜり泣く児におるノ︑と母稚し

香水ほのかエレベーター混む
ＭＫのイニシャル入れアロハ派手

うっすら火山灰の庭石

腰のお握りかちノ︑に東っ

夜もすがら犬の遠吠え月冴えて

獲物自慢に急ぐ戻り路

生涯を砂金探しに未練なく

煤のランプの飯場雪解す

花衣脱ぎもあへずに酔ひ臥して

〃″

一 静 江 あ
毅き

九江静ノノあ江九静江九静あ江九枝あ子ら

八松山・三如会ｌその一Ｖ

歌仙﹁夏鶯﹄
仲志
伸居

渡部伸居捌

採りっ参登る途の木毎

あをあをと夏鶯の鵠かな
路紅女

勝子
敏子
暁子

優勝杯を運び込みたり

門口に母待つ子等の並びゐて

露じめりせる裏の枝折戸

借景の松に懸かりし月に酌み

杜駆子

易子

ゥ小野の郷渕とし言へば秋螢

士心

とっぷりと暮れぬに早も冬の月

みさかひもなく安物を買ふ

家計薄をつけしはほんの二三年

杜

暁

勝

路

居

温泉旅館雪に鎖ざされ

信心深くいつもほがらか

くす師も効かぬ恋に病み臥し
平素よりうばの夫婦の律気にて

筆まめに誰彼となく便り出し

路

居

圭心

易

匿女に建てる別荘

居ながらに庭の花見を窓マ

雁の一棹今し去りゆく

ナォ日矢の中斜上に散る竹落葉暁

京の古刹に時をすごせり勝
漸くに行政改革緒につきし易

きのふの記事が繰返し載る杜

夏の宵幽霊でると噂立ち居

勝

隣あはせに住める伊右衛門志

味噌醤油米の貸借常のこと

逢へば逢うたで済まされぬ仲路
もの憂げに長き黒髪掻き上げて杜

町の灯遠く下り簗守る易

びっくり箱の神がとびだす暁
弁天の巳の日の夜市月となり志

ナゥ来し方も行方もひとりしのぶ草路

暁

詩夕に生きたる人の軒朽ち居

峠風茶店の旗をひるがへし

檸を掛けて黙し働く勝

陽炎の燃えゆらぐ山々杜

定休を名残の花の野に憩ひ易

昭和五十八年五月十七日首

昭和五十八年七月五日尾
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八松山・三如会ｌその二Ｖ

歌仙﹃六
六月や青山杉が関あぐる

暁光今しわたる郭公

廊下より向うの川の幅見えて
壺の絵付けの筆のなめらか
暫し手を休め玉盤賞づるなり

霧深きなか船出する銅羅
ゥ柿干せる家並古き軒接し

窓から窓へ投げし恋文
間違へて妹が顔赤らめる
被紗捌きはいとも鮮か

右左廻るモビール音も無し

まだ中東に蟠る鬚

寒月に一塊の雲迫り来ぬ
頑固おやぢが納屋に味噌搗き

古物商通ひつめたる床の軸

逃げし魚ナに募る執心

うらノ︑と祇園の花の咲き出でて

道も車も融かす陽炎

一

渡部伸居捌

仲志
士心

路紅女

暁子
伸居
杜駆子

路

易子
勝子
圭心

暁
居

ナォ淡色の鶯餅をお茶うけに杜
金棒引きと知りっらも聴き居
転職を重ね十指に余るとか勝
風の気儘をさやぐ木もれ日易

孑孑の頭振りゐる手洗鉢志

警策響き背ラ涼しく路

なかノ︑に炎ゆる想ひは断ちきれず居

書いてまた消すいとしその名を暁

最果ての小島の浦の波幾重易

溶岩流が集落を呑み杜

うらぶれて帰る術なき十三夜路

社の松のていれたのまれ勝

ナゥ蓑虫は蓑立て槍を移りをり暁
薬湯の香に見ゆるそよかぜ志
広告のバーゲン戦は衣より住杜

農協さんが葬儀屋もする居

人群れつゆっくり歩む花の中勝

水車のどかに谷間上の里易

杜
易

昭和五十八年七月五日首

昭和五十八年十月二十四日尾

勝

士心

路
暁

−109−

月

馬涼乃馬涼乃馬涼乃馬涼乃馬涼乃人乃

幻住庵記読み返しつつ

ナォ沼あかり暮れなんとして春のあり

学会といふことにして旅に出づ
給仕その名をおしんとぞ言ふ

唇にばかり風吹く岬の灯

かの時かぎり絶えて文なし

︵文音︶

乃馬涼乃馬涼乃馬乃涼乃馬涼乃馬涼乃馬

八高知・三冊子研究会ｌその一Ｖ

高藤馬山人捌

歌仙﹃すみれ日和﹄

ひらひらとすみれ日和の暮れんとす

茶店の橡に座る草餅

すがの根の長き受験も春の来て

白夜の船の椅子とテーブル

転進といふは敗退虎が雨

三十年の薬師堂守

せんかんの音のみ高く耳にあり

老いらくの身に沁む月の影淡く

ななかまどなど投げ入れてあり

足萎えてより俳句革新

ナゥすいつちょの灯に慕ひ寄るみどり色

ベルリンにてと洋行だより

消しゴムで消したきほどの口ひげを

下萌ゆ土に大地のひびき

シャンゼリゼー花の都でめぐり逢ひ

昭和五十八年十一月二十日尾

昭和五十八年三月十五日首
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描きはじめたる自画像の筆
まる窓にするする月ののぼりたる

岸に夜霧の下りる舟唄

ゥさらさらと竹の葉づれの秋の風

身にっまさるる純愛小説
おもかげの明治の夢も遠ざかり

結びし帯のうしろより雨
バナナ売りやけにた湧いて客を呼び

蝦蟇の油は早仕舞なり

年々にＵターン組増えてゆき

鎮守の森にか覧る冬月

木枯に歓呼の声は吹きちぎれ
うつし絵の子のいつもの笑ひ
ことしまた去年の如くに花を見に

蝶を相手に独酌の膳

馬 紫
山涼

ただ

童い童いノノ童い童い童い童ノノい童い童い

斗
十

ハ高知・三冊子研究会ｌその二Ｖ

歌仙享早刈って﹄
草刈って仏間に道を通しけり

はやばや戻る堰の水守

ポケットに岩波文庫をさまりて

校塔に幕垂れて何の日

胡桃を割りし音一つする

ナォきざはしに春の落葉のひるがへりい

百羽の孔雀餌に集ひ寄る童

気障を承知で立てし髭とよ童

琴爪をはづせばふいに逢ひたくてい

夏服の西東三鬼女連れい

湖畔ホテルの昼は閑散〃

と

逆光にして勝関の群い

よ

美き雲を待って映画を撮り直し童

毎々と森が動いて取り囲み童
洗へど落ちぬ鍋の焦げ付きい

かりがね渡る須磨や明石やい

月見舟ほなぽちぽちと棹を振り童

母のことづけふいと忘れしい

ナゥいま降りし夜寒の電車車庫へ入り童

あれはたしかに地震でありしよい

茶柄杓を宙にと
どめて話しかけ童
なゐ

白日夢覚めたる顔に花吹雪童
警察署長うららかに行くい

蹄緬垂井恥辱十一司朋十一託印鑑︵文音︶
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待宵の椅子を整しく並べゆき

手をさしのべて渡る吊橋

ゥ山国の露の民話のおそるしや
おもかげの生際あたりいきうつし

快の鈴を出して見せけり
西安の自由市場に行き紛れ
轆馬の尻を風がくすぐる
夕焼の槌めもあへずに氷る月
夜番のくじに当りたるなり

下宿の家がスナックとなる

大学に近くて樹木多き町

供養遍路に出づるあかつき

リクエストはジョン・レノンです花の雨

牙ち

／−3
八東京・鹿の会ｌその一Ｖ

瓢郎

甲子郎

真砂女

桂信子

阿片瓢郎捌

脇起歌仙﹃ふところに﹄

ふところに乳房ある憂さ梅雨ながき

白蚊帳の鏡ふれ合ひし音
焦りつつ時速何粁道馳せて
みづゑ

朝の高原牛のはらばふ

戻りし子らの服露に濡れ

びっしりと星も出てゐる三日の月

み

″

春

玲

貝江
玲子
春子

ゥ零余子飯ほのかに土の匂ひする

杉玉っるす巨き酒蔵

老が病みたる家の荒れ様
畳薦平群の山よ白き烏よ
鉄砲水瞬時おそひし崖の下

貝

真
甲

玲

手の冷たさをマフに確む
古りてなほ昔の面輪美しき

み

瓢

ことくに

犬を曳きゆく赤寺の磑
冬の月異国寺に歌仙巻く

うっらうっらの春睡の午後

装頓凝りし師の画集あり
花堤笹の小舟を流しけり

ナォ日曜の植木市にて苗を買ひ春

四十年経て原爆の傷真

やうやくに中国縦貫道成りて甲
マイカーたのし家族ぐるみに貝

村中が同じ姓なる分教場瓢
有名店よりメロン納める真
豪快に三尺玉を打上げて貝

渡辺淳一特有の恋真

肩揚げとれずメリンスの帯瓠
黒目がち少年の口きりりとし春

さいはての岬に仰ぐ月高し甲

玉蜀黎の香ばしく焼け貝
夜業の肩を叩く槌なり瓢

ナゥ耳すます郡郭の声ひとしきり真

牛肉の安売日とて寮の夕飯春
煙草の灰の落ちなんとして真

川を埋めて乗込みの鮒玲

円山の花大枝垂れ眼裏に貝

醍岬亜什恥轌叱亜一拝聿甲澤︵船・俳句文学館︶
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八東京・鹿の会ｌその二Ｖ

歌仙﹁頬杖﹄

ｈ副一頬杖のはづれやすさよ雪別科刑判し

閥蜂の羽音のもの詞司例剖引夕
恢△一つ家をかこむ山吹色映えて

僻笑まず唱はず八十の母
剛︲気がかりな道を急げる月に雲

阿片瓢郎捌

？ナォ神宮は半農にして種浸し

巾→他郷の友の便りうれしき

諭通り雨さっと過ぎゆく半蔀に

７︲水飴からめ割箸の先

甲子郎

ノ佐

︲真砂女

Ｊ佐

︲翠

Ｊ草子

夢の中にて呼べる人の名

胤風邪気味と言うて外出を取止めり

︲瓢

ｊ田︲

光

片割れの浪の子貝のあまたなる
サミット会議かかはりもなし

〃真

テレビジョンつけっぱなしの茶の間にて

︲Ｉ佐

ｊ翠

ノ草

﹃信長の首﹄賞を受けたり

狗尾草の風になびける

上絃の月今はなし袖がらみ

ナゥ汐焼の腕に溌とる秋祭り

翠

甲

とうもろこしの匂ひただよふ
人ほどの巨きな犬のおぞましく

︐草

︲光

赤自転車で郵便夫行き

ノ瓢

俳句文学館︶

城の濠には蛙鳴き出す

幹塾囲一汁醍申率︵船

栂尾で曲る清滝花衣

醗緬壷什
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し

ノゾ榊障子を洗ふ川くりの人
栂ゥ風炉名残り﹁関﹂てふ軸の床にあり

Ｉ押されて戻るそら解けの帯
ｉ煙草入れは見覚えのなき家紋にて

ノィリ︑銭勘定はきびしかりけり
吠定年が延びてなれたる支店長

栃紅灸と書く寺の看板

持山の樅が根付きて夏の月
１去年の浴衣の合はい身の丈け
〆場ちがひのくさやが届く楽屋口

『

係不思議に燗のうまき小娘

？
′
‐

７

ｒ︲歩３１も１↓

ク ー で

ﾘル

トンネルを抜けし渚の花なりき

.乎〆3

／ ／ ／ い ／ 和
ノ ノ
／

ル

／Ｊ戦孔雀を飼へる網元の春

〆〆〆グノ〆
維繁ｒ何晃叉ｙ

熟−4

jノ／入
瓢 ／ け 光 貝 翠 佐
′

6=j‑

瓢け翠光貝光郎翠佐翠光〃子貝女江雨女

宮下太郎捌

望春美怜太み

八東京・鹿の会ｌその三Ｖ

歌仙﹃はた音﹄
はた音のはづみつきたる蛙かな
葉をひろげたる畦のぜんまい

春闘の鉢巻しめし子を負ひて
わんさわんさと搬入車くる

空港の荷物てまどる二日月
ゆっくりつまむ葡萄味よき
ゥ母よりの深く愛せしし紺袷

垂れ前髪の奥の瞳よ

頼まれるままに脱いでは描かせん

にやりと笑みて運命の神
金鉱に今日も来てゐる白き犬
近く流れるシンセサイザー
厨辺にあはあはつぼむ合歓の花

寝汗苦しき朝焼の月

ロンドンの穀物相場上昇す

唐十郎の赤きネクタイ

てんがわ

天川てふ鬼の育棲む花吹雪
霞の中に酔へるはらから

ナォ筍の掘り傷深く商へる美
単身赴任さもあらばあれ怜

沙漠にて干物作りに奮闘す成子
エヂプト王女臓入れし壷けい子

手鏡の曇りを遠き夜の記憶怜

猫の親分爪研いでゐる美
目を瞑るのは女とは限らない怜
胸厚けれど繊細なひとみ

何もかも忘れるための大根懸け〃

秩父に近き佛子といふ駅美

月上る蔵にねむれる木偶人形〃
コスモスに問ふ風のゆくへを成

ナゥ杉の山声明流れ霧流るけ

猿の土鈴を旅の記念に美

今朝もまたかちやりと牛乳の配られて〃

蓉池亜一汁酷甲雷︵舩・俳句文学館︶

公園通り光り溢れる成
天皇の間近に在はす花見酒太
彗星見えず春星の中み

蹄緬亜什
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づ
千
純
純

太美望春怜み望舂望美子子穂子郎ゑ

太草三美子美太佐太章望柿女子郎子穂子

八東京・鹿の会ｌその四Ｖ

宮下太郎捌

桂

脇起歌仙﹁ふところに﹄

レースは淡き水の彩なす

ふところに乳房ある憂さ梅雨ながき

小銭ばかりが溜る売上げ草

ナォ婆が吹く五彩に割れし石鹸玉望

土蔵の壁の下手な落書き美

大凶を親子揃ひてひき当てる成子

スヌーピーくるり剥がされ汗のシャシ草

宅急便で届く風鈴望

恋文横町誰と歩かむ美

行乞僧よしと日記に山頭火けい子

雑巾刺して母は出不精美

待ちわびて涙にぬれるつけ睦毛草

幻のギター抱へぬ宵の月け
鯉跳ねる音やや寒むの池佐

遠く離れてタバコ一ぷく佐

ナゥ暗きより出で暗きへと踊の輪け

家へ土産の白角佃煮佐

行商のかるき荷となる鼻唄に草

甘える仔猫裾にまつはるけ

小流れに映りて揺るる花の影望

離輌亜粁恥唾叱囲一什誌澪︵齢・俳句文学館︶
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楽終へし夜のしじまに人散りて

唐もろこしの遠き売声

かるがるまたぐ公園の柵
月影の窓辺に見ゅる時計台
皿に盛られてハーシーのチョコ

ゥ鯖雲の片流れして空ひろし
血糖値気にしながらも旅に出る

古墳の穴のがばとひらきて
平服になりて恋する春日巫女
産毛を剃りて悩みいや増し

酔ひの深さに崩る湯豆腐

剥製の狸上目よさむき月

異国にたより五穀安穏

へそくりの遂にばれたる亭主にて

荒れたる山に木の芽萌えだす

花の雨人焼く煙たちのぼり

草 三 佐 望 太 章 美 信
和 千

三好龍肝捌

肝佐良生香次玲肝生佐良香次敏女々子肝

莚囲ひの宇治の茶畑

ナォ雲雀棲む丘の窪みに立止り

新聞記事は真を伝へず

テレビジョン逆転野球声高に

閨のうち趣向凝らせし若き妻

弘法灸をすゆる神主

短気な悟気涙ぐみける
熊捕りの生残り爺乱杭歯

土龍が起す土に霧降る

ことさらに事務引継に時間かけ

菊を育てる映画監督

廃坑の錆し炭車に月のかげ

株価騰げたる癌の新薬

ナゥみどりごが吸かけ乳を手で遊び

漁りの衆が春の島影

大津絵の鬼が掛帳エンマ帖
種蒔時の東風ぞうれしき
花ご塾ろ当れと願ふ宝くじ

︵齢・熱海﹁新かど﹂︶

昭和五十八年四月二十八日首尾

次肝生佐香次敏由玲良玲生次由佐良次敏

八東京・慈眼舎Ｉその一Ｖ

歌仙﹁桜葉﹄

いでゆのもやをくづす軟東風

鮎並を〆る桜葉香りけり

巴の紋はしれた紋どこ

夏近し百姓咄熱こめて
伸たる髪を撫るや蚤寒

西に出し淡き三日月星一つ

ゥ黄八丈稽古帰りか紅葉橋
雪岱えがく江戸のなっかし
戦後派は密通の罪知らざりき

銀の芒もゆる蚤街道

僅かな事で仲違ひする
北国に革新知事が当選し

相撲社会は今もタニマチ

凪の海︑返るがごとき月の船
夜なべ仕事に眼鏡ずり上げ
アメリカヘ輪出捗る電気器具

水陽炎に陛下巡幸

飯時 に 花 の 噂 を 古 き 家
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玲由敏龍
憲比美雪孝

八東京・慈眼舎ｌその二Ｖ

左肝ノノ左肝左肝左肝左肝左肝左肝左肝左

和漢行﹃冬紅葉﹄

冬紅葉箱根の名所訪ひきれず

ナォ少婦浴温沙肝
吉
子
領
楼
東
左
些かの恩を受たる夜の秋肝
蚊帳も不用になりし現代左
左担福田衣肝
開得琉珀道肝

マルコポーロは文字なき人左

獅起し来て手を入る愛漁具多し肝

南船北馬芸学の旅左

入念仕上する輪島塗左

月
肝
雲卿
客陪
望佳
爽会
弩左
ナゥ国体に病みし選手も伴ひて肝
儒仏道隆々左
入
神
刀
匠
技
肝
筧の水は未だ温まず左
吟峨和春風左

貧すれど命ある限り花尋ね肝

昭和五十八年師走八日首尾︵船・箱根小涌谷︶
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耐寒鹿襄翁
一禽凌霜去
五更解續通

仰向けば廿六夜の月あげて
打ちし自慢をさる農新蕎麦

ゥ猪殖荒甘藷
犬吠摩芳叢

国会に共匪存在忌はしく

未忘桑孤嘉

井戸塀残し今に活躍

浬藥図に似し山の連なり
まろび出し月は万古の色にして

濁酒歌不終
忙裡秋態齪
閑来花従容

雲雀啼く丘に嗣羅天皇旗
愛馬の産も祝はる典なり

龍瓢

支考忌

八岐阜・獅子門ｌその一Ｖ

脇起歌仙

烏水
嶺火
青桐
卓矢
湖城
三洲

とくを

雨山
國士
旭子

せい

支考
双十
芦月
啓子
静風
朱雀
和光

沢田芦月捌

﹃日のあたり﹄

日のあたり干塩にちる梅の花

きらりきらりと水温む池
遠霞野良のあちこち鍬振りて
ことづて

言伝聞いて走る自転車

藪の秀と離れて月のまん丸く
つヌれさせてふ虫の鳴くなり

ゥ湯ポの
街の煙にっヌく山紅葉
シカ
背板を負ひて降りて来る人
工事中あちこちに立つ迂回標
青いネオンの灯るモーテル
髪を杭く二の腕の奥をのぞかせて

添水がたたく音の澄みたる
有明の月に飛ぶ烏名を知らず

つヌいて落ちる簗の錆鮎
手造 り の 黒 い こ ん に や く さ し み と し

節くれの掌にはたく吸殼

能郷に残る猿楽花の山
大空遙か消える風船

ナォサーカスの曲の移りもうららかに一惠

凱旋門に迫るたそがれ緑峰

コニャックは十八世紀の生れにて十雨

螢光色に染める唇菊枝

ぬばたまの闇の贄にと身をつくし敏子

曳き廻されて悔のなき笑み華宵

かすか聞く湖東三山猿の声一樹
腰にわらんぢさげて雲水蕪子

会釈すにいらへず曲る塀の角善泉

金波銀波に月の涼しき烏水

早うちの縁台将棋引きわけて北勢子

団子の串で入歯ほじくる一惠

ナゥ眼のうとき弥宜の袴のうすよごれ双十

くつくくつくと寄って来る鳩せい

アルバイト合否の言葉打合せ和子

天守閣よりのぞく展望北勢子

ひらひらと花の散りこむ舟だまり十雨

昭和五十八年三月十三日首尾︵齢・獅子庵︶

陽炎燃ゆる真直な道執筆
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ハ岐阜・獅子門ｌその二Ｖ

各務舩菟前道統句碑除幕記念

脇起歌仙﹃日は天に﹄

睡蓮たたむ庵の古池

ぜ日は天に夜は五月の風あをし
もｉ△たっぷりと墨の香筆にふくませて
ヘ

ⅦⅧ賑

００１︲︐

１︲︲

︐１Ｉ

拳靴帆瞑想やぶる玄関のベル
和鉾杉の劉剰を離れし月の影
酎Ⅱ露しとどなる畦ったひゆく
ゥ松茸も栗も出て来るかやく飯
まなこ

げ金ンの眼にうづくまる猫

朝湯からしなノ︑戻る化粧焼け

街道筋に噂ふりまく

すシけたる廣貢堂の薬箱
↑一修復されし山の尼寺

燭鍵田の一つ一つに月置いて

肉︺ぬすびと萩も萩のいう
ちなり
も

茶う け に と 湯 気 の た つ 甘 藷 運 ば る る

芋橋のたもとに臨時バス停
﹀庄川のダムをいろどる花吹雪
心Ⅱ１石に座れは蝶のもつれる

国島十雨捌

舩菟
芦月

何叫才春愁はポケットパークの時計台朱雀

︐へⅡゲートポールのスティックを買ふ一樹

側︐牛のごと寝物語りを食み返し旭子

鍼尻ふって電車の走る城下町頼霊
打ｌ鉤 百は効かぬ恋の患ひ緑峰

樹早白々と明け易き窓菊枝

蕪幾支流蒐めて大河夏海に靖子
燭叩菰樽届く金比羅の宮柳之助
北勢子
大智坊

＃一 轡虫鳴き鈴虫も鳴く敏子

昭和五十八年十月三十日首尾︵齢・獅子庵︶

ｆ連塔の霧もゆる糸遊十雨

黄山の峰遠くして花の雲静風

隊Ｉボタンを押してタバコ求める雄雲

り１山桐︲の片減りしたる重Ｉき下駄道雄

グー撃墜事件のニュース伝はる菊代

何才ねつかれず木天蓼酒をとり出して充彦

またたび

斜ベランダに佇ちまんまるの月を見る牧鹿

牙Ｉ同期の兵はみんな老いたりせい

７故郷の説りではづむ国自慢幸子
綏軒
啓秋
輝夫
禎子
一宙心

和子
とくを

五月
陽山
小波
笹舟
雅秋
寿仙
三洲
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3−3

4

八岐阜・獅子門ｌその三Ｖ

歌仙
﹃嶽見ゆる﹄

玉兎をかすめ渡る烏影

嶽見ゆる鶏の夕映え蕎麦の花

疲れをほぐす地酒一本

村役の毛見の済みたる札立てて

尋ねあぐねる暗き門標

後ずさりして吠え猛る小さき犬

ワ雑談のあとに取り出す奉加帳

胸をたシいて旦那顔する
行先は下呂の泊りか山代か
袖摺り会うて忘られぬ仲

陶の狸のとぼけたる面

ラブホテルネオンの色のなまめきて

あけびとる竿かつぐわらんべ

メルヘンの月団々と山離れ
まつ赤に塗りし橋のか塾れり

音たて巽秋の出水の簗の川
燗漫の花に写真のコンテスト
はるこ
春椎茸料理が売りものの寺

又しても富士見えぬ因縁

ナォひらひらと風船窓に二階バス

淳夫
康隆

てる子

繁子

溶岩の流れた島は動転し

上ロ

京雄
義雄

善家

顕彰の碑に山茶花のちる

鷲見千代

寿仙
十雨

一悟

一宙心

國士
和子
陽山

守

始動に入りしライスセンター

獅子庵のほとり舞へる白蝶

藍川の水洋々と花ざかり

政治浄化を望む民衆

保険金億といふ金積みたして

カップラーメンあっノ︑をふく

いいちゃん

堤防の小段に牛のつながれて

寒むノ︑と石の井桁の深き井戸

朝湯もよいが朝酒もよい

慰問の文が恋の馴れ染め

国島十雨捌

中天に昇り切ったる望の月

稔

秒美
双十
湖城
啓子
嶺火
伝明
静女

障子に来たるうま追ひの声

踊り子の宿にひと夜の契りして

植川千代

ナゥ麻雀はもう一卓とねばられる

一幸一月

支川
卓矢
胄桐
烏水
紅雲
すみ子

一悟

鈴代
勝忠
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ハ安城・秋紅雅友連ｌその一Ｖ

歌仙尋化の宴﹄
穏やかな雨も亦よし花の宴

八十八に尚足らぬ春

蚕気楼絵師は得意の筆とりて

起伏をなせる砂の風絞

大魯が集の序文面目左

ナォ生涯に残す句幾つ蛇出づる紅

雲中の才を古武士は秘し隠し紅

若葉の風を薫風と云ふ左

冷奴冷ゆるを待たで酒にして紅

寿府目ざす新婚の客左

手入よきピッケル光る背嚢に紅

まだ空腹は知らぬ八シ前左

ケルン傾ぐ頂上雲をほしいまま紅

熊祭見に誘はるる月左
妻が指す方に臭木の花白し紅
新梨の荷の上る坂道左

ナゥ百舌烏猛る朝黒板に芭蕉の句紅

造化は師たり四時の友たり左

富士のよく見ゆる画室を開け放ち紅

麦をふむ人畑うっ人左

散る花の筏となりて流れゆく紅

前売券も尽きし春場所左

蹄緬唾拝恥辱十玉朋十一印雷︵文音︶
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旅うれし易々と生るる月の歌

姫龍胆を抜きて手にする
ワ爆音に迅げて又田へ稲雀

農の息子が車通学

進歩より戦後の退歩よく目立ち

道義荒廃文字制限

明治産硬骨漢は日々に減り

暑しノ︑と新暦の月

首長うして碁敵を待つ
沈香の煙ただよふ魂棚に

遙かおるがむ全滅の島

稲妻をたよりに海を航く船も

玄文止あげて法とく彼岸寺
しどみ
赤く小さく櫨子芽吹ける

秋瓢

紅左紅左紅左紅左紅左紅左紅左紅左紅左

樹紅樹紅樹紅樹紅樹紅樹紅樹紅樹紅樹紅

十才馴れぬ鍬持ちて耕す短尺田
パート勤めをバスの出迎へ

ほろ酔ひに何か気になる足運び

深夜色めく紅灯の宿

人生の戒めとよむいろは歌

門前町で胡麻豆腐買ふ

観光税に賛否きまらず

打鳴らす鉦も氷らん寒念仏

紅樹紅樹紅樹紅樹紅樹紅樹紅樹紅樹紅樹

八安城・秋紅雅友連ｌその二Ｖ

歌仙﹃落葉﹄
落葉降る負目を妻と頒ちつっ

小春の庭に菊紋の石

雅友文音二百巻目の歌仙にて
八十路の旅は急かず騒がず

加茂川の水に汚れはなかりけり
まことに小さき祇王祇女の墓

︵文音︶

ム ー

芒の中へ鼬逃げ込む

くびれ整ふ瓢箪の棚

格子戸を開く折しも月の代

発止と置ける盤上の石

ナゥ長老の鬚秋風になびかせて

米寿近づく日々の平安

吉凶のすべてを神に頼るなり

俳譜浄土とことはの春

うれしきは心の通ふ花の友

昭和五十七年十月十日首
昭和五十八年四月十日尾

− 1 う ワ

三日月の下に果なき畷道

初対面から心惹かれて

ウサーヵスの音楽流す城の秋

人疎らなる風の桟橋

後朝の別れつれなき雨となり

槇垣に見る蝉の抜け殼

富士の峯冠雲を脱ぐ写生帳
夏月赤しうすき味なる関西煮
誇りをもって語るふるさと

生活の中に開く心眼

お大師の歩き給ひし島豊か

暖かすぎて眠気催す

豚の子が落花とともに秤らるる

芳秋

里エ楽エ左恵代左里エ恵楽里エ楽代左

吹ナォ隣の子今日も来て居り鯏斜の池

﹁Ｉ現代に勇ありと言ふ子路なきや

？Ｉガス爆発の事故の続出

７１枯木にけはし晩学の道

娘小唄の師範超美人なり

何Ｍ千円を出し写経を励まする

り地震っらし宝の山に入りながら

恥判制削りオーストリッチバッグなり

Ｔ−ＤＫを都心追ひ出す

代左代楽里楽里代エ里代左エ代里左楽エ

八鎌倉・湘南吟社ｌその一Ｖ

翁

清水瓢左捌

祖

脇起歌仙﹃置火燵﹄

ｌＰＩｑｌｌ︲︲ｌｌｌｌｌ︲１１︲１︲１ＩＩｌ１︲ＩＩＪ○

災が︒犬の耳ピンと立たる鶯子鳴に

集り嬉し口切の
客
ササ

棚服住つかぬ旅の心や置火燵

吸
７︲移転不明のふえし郵便

叩〃海底カメラうつせ龍宮

海新しき勝魚木うかす月の昼

伽紗色とり入︑の懸崖の菊
侃：養殖の蝮農家の副業に

向椰扁平足を直す竹踏

衣に香薫く斗畑１劇饒け
帆八物識りで通る知命の寶男

にＭ先哲の像蒐めたる花の家

伽稜線近く霞蒙謎

昭和五十八年十月二十八日首尾︵齢・松濤軒︶
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平

︐ｒ舟出して見れば片寄る月の雲

鐡ツ薄雲か蚤るコスモスの丘

︑を猪狩⑤県下に一つ残る村

７水清くして厚き人情

ルト愛称で呼び合ふ友に白髪見え

々お宮の松も二代目と云ふ

１１焼酎をたしなむ鰺のた易きにて

帆蚊帳︑を知らざる孫の喜び
澄みたれど月は嫌ひとひねくるシ

繰る智恵の輪に冷えを感ずる

Ｊ調ｌ鋼ｌな靴音パリの石畳
Ⅷ留守居の閑を漫画よむ人
︲おのづから浮かれこそすれ花の下

編Ⅲ舌鼓度々匂ふ草餅

俊有チ笑千瓢

ﾉ
ー
ア

左佳司三義三恭則司子吟楽厚子三左石司

彼岸賑ふ戦死者の墓

寄道の友への電話爽かに

野点の席を構ふ陽炎

村挙げて植ゑたる花の育ちよく

動物図鑑色つきのよく

ニォ渡し舟待ち遠足の列正し

ＯＬ五年意地悪うなる

電動で削る鉛筆尖細き

左司肝則左義吟佳石則平司石平則恭則ノノ吟石三義

八鎌倉・湘南吟社ｌその二Ｖ

清水瓠左捌

初懐紙百韻﹃注連冑き﹄

心してくヌれぱ注連の青き哉

蓬莱匂ふ狭き玄関

寒の入り烏珍しき梅が枝に
子等の遊びもエレキリモコン

左利き右の大脳支配して

国連日本人を嘱望

学歴が邪魔となりしは過去のこと

雪襲ふ一力茶屋の壁赤く
おけら詣りの火種尊び
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薄味うれし新蕎麦のつゆ

月清し海の音聞く欄に

扇忘れて去りしセールス
ゥ媚の旧道隔てしきり啼き

翌知らぬ事を承知で衣服買ふ
マンション住居させて通勤

喰道楽も一方の雄

釣堀の鯉よくか勢り玉の餌

足柄山に突きし挟苓

月明に雅曲の笙の調べよく

閖に縄絢ふ指太の杣

ニゥジョギングの距離をのばせし露の道

首相訪米何急ぐらむ

行革の聲の細りを監視され

杣

龍

傍聴券で判決を聴く

毎日も朝日も活字大きうし

テレビで探す蒸発の妻

ギャ ン ブ ル で 不 図 知 り 合 ひ し 女 居 て

ものわかりよき態の頑

山小屋の番人もとは聖職者

刃渡り長き出土せし刀
鉄塔の真上に在り昼の月

明日より猟機旅仕度する

恭香笑義則昌瓢眠静
万

やかましくシーレーン論浮上して

猫舌向きのホットコーヒー
贋物の獅子が老舗に並べられ

婦人科通ひ月の暑きに

迷はず に 今 日 は 好 き よ と 云 ふ つ も り

酒の艶歌に憂さ晴しして
暮るらまで精一杯の場雲雀

神も佛も道は一筋

市長選市議選近き演説に

此の頃狂ふ老の足元

一一ゥ突然に防犯ベルの鳴り出で蚤

改名をせしとて運のめぐり来ず

しとねの動く音のかそけき

桐の火桶に沈の往かれて
金屏に暗きがよるし冬灯し

十億と云ふ中国の民

P へ 戸

ほとばしる若さの力ぶつけあひ

雑布掛けの廊光るなり

積み重ね文化は高く巾広く

朗らかな戦さ噺しの笑ひ聲

若草摘みて住ふ帰化人

並ぶグヒ呑みどれも古備前
八雲立つ出雲八重垣花吹雪く

幕があがれば拍手萬歳

ナォ金の鈴銀の鈴つけ仔猫ざれ

妻に教ふる碁石の生き死に

イ︲シ

くさやほす島の片虹あざやかに

露見覚悟の恋の火遊び

思ひ切り膳くり使ふバーゲンに

−1垂3−

青麦なびく海よりの風

黄塵の国より帰り花に惚れ

サラ金地獄娑婆の片隅

一一一ォおろかにも他人の論文敷写し

広告どさとふくる新聞
標礼を盗むも恋の糸口か

おみくじつくる会社繁昌
空梅雨に水源底を見せる湖

無言で動く炎天のデモ

ビキニ着てハワイバカンス夜も更けて

麻薬を割りしワイン呑まされ
四つある乳首をそっとかくせしに

何はともあれ閨に待つ月
兎も角も秋の袷の身に馴深み
バックミラーを好み来る鵯

実

郎左平則恭肝三司楽吟楽平肝三石平肝司肝楽吟三

智
恵

ノノ肝ノノ司則恭左佳義肝則左三肝則吟肝智石則佳子

献体に文部大臣感謝状則
瀧に浴一みし人長寿にて左
所得し名園の石月涼し義
土偶かざりて心和める郎
手斧の神事昔ながらに平
出稼ぎの村の一つ家傾きて石

金大中尚療養と云ふ則

ロケの為烏大群放たる塗三

朱竹の額に紫衣の僧正肝

ナゥ熟年のペァー切符の割安に義

脚光しるきＲＮＡ部

地震荒れに寄生火山も研究し左

来賓告ぐる愛犬の声石

試験管卵氷れど生きて居り恭

テニス倶楽部の女性麗か楽

大雨の花を咲かせて晴れ渡り左
昭和五十八年一月四日首尾︵齢・鎌倉市抱虚庵︶
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八大府・正風大府支部﹀

脇起歌仙﹃梅ヶ香﹄
久野渓流捌

一葉

芭蕉
竹翠

梅ヶ香にのっと日の出る山路かな

里近く聞くうぐひすの声

まさゑ

伊都子

職退きし気儘歩きも長閑にて
さらさらさらと川のせ夢らぐ

一寺化

彦弥
りきを

名月の光り硯に摺り込まれ
藍染めを着て秋を楽しむ
ゥ昼間から新酒の酔を顔に出し
触るれば破れるほどの濡紙
打明ける恋の手立に明け蟇て

照子
君恵

浅子
照子
錦星

きたを

冑蓮

マスミ

あきの

紫明

岩田帯しめ帰るふるさと
お互に厄年祝う頃となり
風波に耐えてすねし磯松
仏法僧鳴かぬ今宵の月白け
しばし高野の坊に暑を避く
ニュースまたタバコ値上げを書き立て蚤

茶を入れ替へて客を待つなり

世捨人花の奥より現れて
宴の席へ蝶の舞ひ寄る

ナォ旅に出る仕度おさノ︑弥生に淺

風が気になる結ひたての髪ま

年齢だけは仲人とても嘘言へずきよ

岩組み替へて佗び深む庭一海

夕つげる鐘にとけゆく世の悩みあ

休むひまなく麦の種出す彦

鶏小屋のあたり窺ふ大いたち海

同姓多き落人の里花

乗らぬ気のつい乗せらるる口車繁雄

寄り集まりの宿にくつろぐマ

山の端を登りし月の澄みきって登美枝

鵤の日和のつづくこの頃き

ナゥ門前の家並は柿のすだれ干し冑

哀れをさそふ順礼の鈴しげる

箔を置く箱師は一卜間閉め切られ松琴

移りはげしく変る世の中一香
処得し花に莚を敷き足して渓流

詩歌に舞踊に泰平の春美水

昭和五十八年二月首
昭和五十八年七月尾
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ａｔ

唯誕〃Ｍ
静智恵ノノき静き恵き静子静き美静生み子

〃〃ハ松本・信州大学連句会ｖ

祇更鼻︑払形Ｉ

よ

一

小林貴子捌

子必歌仙﹃鴫﹄︽
鱒や麓の校舎輝ける
三三五五の摘草の人

Ｊｚ４
〆

ｒワゲニーｉ狸斗対

勺．

ナォ壁にある穴のふしぎの三鬼の忌恵

万年床は母の胎内静
やせぐすり山盛りもらふ誕生日智
彼の一方通行違反恵

うつくしき乙女のっかふ津軽弁き

春画の紅の印刷のづれ静

砂の紋さまざまかはる神の旅き

おこす練炭換気かんじんき

襟巻の狐の方が器量よし恵

いんちゃくをもちひともんちゃくす智

百万ドルの夜景の上の月赤くき
ヘミングウェイ籠る鮭小屋静

踏まれし靴を踏みも返してき

ナゥ桐の実もふるき軒場にゆらゆらと恵

魂のたとへば裸電球かな静

薬罐の口のつんとすませり〃

煙突に用のあるなり花の宿貴

登りつめたる塔に春風恵

︵船・松本市あがたの森文化会館︶

昭和五十八年三月二十四日首
昭和五十八年三月二十五日尾
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風車売しんしんと海更けて
なんのいはれか街中の石
月白や柱の太さはかりたる
新酒か古酒かやはり古酒買ひ
ゥ紅葉狩見知らぬ犬にしたはれて

黒の便菱銀色の文字

からみたる舌のつよさよ貝の恋

石けとばしぬ父の再婚
新作の台本駅に置き忘れ

落書いろいろ寺の裏塀

幽霊の出はらひ月の残されて

笑ふときには鼻鞁の寄る
正面の座席の男アデランス

不沈空母に風見鶏乗り

花ぐもりフリュートの音のとぎれたる

研究室に蠅が生まれて

智 恵 静 き 貴

信史耳梢玲あ和香子子乃洗子い夫歩宏

ナォ春の雨置き忘れたる文庫本

風に炎上魔界転生

山の湯のステンドグラスに人の影

香史耳梢玲あ和香多信史耳梢玲あ和香多

八東京・鈴連句会ｌその一Ｖ

脇起歌仙﹃天球﹂
鈴木香歩捌

昔を今に黄楊の櫛巻き

一月の空に散らばるミサの鐘
ふとんの衿に黒いビロード

アメリカへ彼奴を乗せた貨物船

こっくりさんで恋の占

割箸を手渡しされる紅のあと
ほどよく酔ひて更科のそば
行き着きて谷間深まる宵の月

案山子に化けたマネキン人形

ナゥ富士の嶺の見えかくれして芒原

窯出ししたる楽焼の駒

旅立ちの一番鶏におどかされ

大宮人のはなちもとどり

花に寝て花に目覚めしくぐったち

昭和五十八年四月七日首尾︵鯵・箱根山荘︶

登仙の連衆山荘の春
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天球を春へ廻せる虚子ならん
日もまた昇り四海うららか
老夫婦床几に草餅たべてゐて
巾着をあけめがねとりだす
月さやか森の彫刻しづまれる

色を失ふコスモスの揺れ
ゥ赤電話二度銭もどる天の川
うそと知りつつまた逢ひに出る

結納の羽織袴は借り着なり

壁に描ける鳳凰の舞ひ
京の夢大阪の夢羊かん屋

暖簾くぐりて赤いブラウス
裏木戸に猫が見上げる夏の月
ピーマン切ってさっと炊める

ＥＴに父と娘の泣く日曜日

八方にらむ不動明王

碑にかかる桜の二分三分
蛤さげてバスに乗りこむ

多信史耳玲あ和香展
加 梢

八東京・鈴連句会ｌその二Ｖ

姑司可

公可

鈴木香歩捌

脇起歌仙﹃雪まるげ﹄

きみ 火 を た け よ き 物 見 せ ん 雪 ま る げ

氷たたきて煮たる茶柱

ナォ河豚供養平家滅びし壇の浦耳

二階借りして貴公子の末信

寝そべって聞き流しゐる拡声機和夫

揚げ板あげて盗酒する耳

ひびの手にかける吐息のせはしなく梢

犬の声して戻る寒析和

まき散らす湿し茶殼を掃く座敷耳

入れ歯あっらへ逢引に行く和

荒挽きのコーヒーいれる後の朝玲

箸袋に書く大切なメモ耳
月光の厨の水に皿小鉢梢
芒たてかけ願かけ地蔵惠

ナゥ秋風にめくられてゐる漫画本和

紀行の文はヴェルサイユ宮梢

生くべきか生きざるべきか崖の際玲

水一ぱいを乞うて飲み干す恵

にっこりと花より現るる立ち姿梢

昭和五十八年十月九日首尾︵齢・俳句文学館︶

連衆揃ふ春のしぐれに香
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小机のうすき挨の拭はれて
縞の木綿のひざを正さん
浮彫りの出土の壺に月の影
いつとはなしに水の澄みをり

ゥ山冷えに象眼となる濃竜胆
テニスコートのペアのセーター

宿帳に同姓で書く女秘書

判決前の夜討朝がけ

人垣をかきわけて出る出前持

縁なきものに睡蓮の雨

噴煙あがる古里の島
百匹の羊算へる夏の月

パレードの笑み疲れをり緋のガウン

旅興行ののぼり朧に

横座りして足のしびれを
花吹雪享けて華やぐ五十代

と 耳 信 恵 玲 香
み 美 梢

玲恵信子恵玲香梢玲耳梢洗子子子歩

ハ埼玉県・埣啄会ｌその一Ｖ

歌仙﹃人形の顔﹂

硬き蕾の梅の一鉢

人形の顔冴え返る灯かな

ポスターゆらぐフルムーンの旅光

ナォ湯の宿のやみ深々と遠蛙三

ブランデーの香り豊かな菓子あけて恒

夜ごとに通う門前の店恒

暑にたえて座禅の僧のたくましく正

部屋に吹き入る風の涼しく和

ライトをあびて謝詞のべる父和宏

森三郎捌

紋服の袴ゴワノｉ︑脱ぎすて皇猛

猛

三郎

光男
恒子

紅燈のネオンに女若くはえ光
思いもかけぬ同郷の人純子

歩き始めて重き初孫

猛

去りがたく見返る月のエアポート恒

一群の烏立つ野辺のかげろいて

光

新幹線月連山を渡りっ易

恒

醍綱哩什皿跨仁朋醒申霊︵舩・玉淀館︶

万来の客に散り敷く花吹雪三
かげろうゆらぐ一すじの道光

明日の仕事のめど立たぬま蚤和
神参る吉日なれど出そびれて豐
おしんに春のおとづれはいつ純

ナゥポヶットに両手を入れてや蚤寒く三

歩道の陰にコウロギの鳴く猛

飛白の似合う手ぶり美くし

猛

壁塁

光

恒

曲豆幸早

正

猛

正人

辨当売りの澄んだ呼声
ゥ畦道に幟はためく秋祭
視察旅行に韓国へ行く

仕草まで母ににた子を受持ちて

見渡すかぎり粉雪の舞う

石窟の半眼微笑の仏達

走り去るジープの尾燈寒の月
まだ見ぬ父を恋う年となり

福祉世界も派閥戦争

ボランティア時には少し気の重く

炬燵のなごり人の気も無く

行く雲と流る曳水の花の里
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︽唱屋二

人埼玉県・埣啄会ｌその二Ｖ

歌仙﹁中︷一周﹂

８０Ｉ１１１ｌＵＩＩＩ１１ｌＩ︲ｌＵ

︲峠胤虫声を踏み分け木戸を開けにけり

眺紺飛石白く澄み渡る月

源︐五百羅漢の苔の顔立ち

ｊ純

ｊ

ｊｊ碑ォ春雷に烏去り木々のざわめきて光

目生まれかわるもいづれ此の地に／光

森三郎捌︲帝ｗ秩父嶺を切絵の様に夕茜三

三郎９願い事間に会わぬまら星飛びてノ知
ノ知子７ショートパンッの脚ののびのび〆正

ｆ知

蠅輌唾汁

嘩十乱朋袖叩雷︵齢・玉淀館︶

列耐職洲＃鞍彼〃

ｊ純︲１ｊＬ３〃〃

／猛

ノ恒鉛︑霞の中に山のかくる愛＄光

ｊ″斜排熊野舞うや花は舞台をうめつくし三

ノ猛炎や値札はがれた骨董の壺︐正

︐正人側定年を迎うる用意無きま蚤にノ猛

／知旅ｒ指さす孫を抱きて重たき三

︲光よ泌忘られた様にゆれいる烏瓜純

ノ

三・・１踏破したシルクロードは月の方光
ノ正
ノ純子っｊ秋になっても止まぬ砲煙

ｊ猛何１部屋のキーわざと忘れて席を立ちｊ恒

ノ猛

ｊ和宏側剛君の名前を砂にしるして

ノ光男例ｖ白波の砕ける磯の遊歩道三

Ｋ浅瀬づたいに遊ぶ子供等

Ｉ恒子７ネオンの街に響くコーラン／知

◆︾半山の城祉は秋にっ員まれて

椴新任の教師の点呼てきぱきと
４︲夕立雲のもく︐〆︑とわく

ｗγ人垣越しになつかしき人

織〃ウサンサンと渡御の神輿の鈴ゆれて

っＩ死ぬ事を恐れぬ年令の恋ありて

猿″時計の音のコチコチと鳴る

両叩鏡の中の吾に物言う
ザ病棟の窓に広がる空碧く

御肩すぽませて赤い角巻

鋪γ故郷の雪の雁木を照す月
＋老眼と診断された意外さに

イー酢の物ばかり並ぶ食卓
禰広縁に淡き花びら舞い込みて
イー手毬の音ののどかなりけり
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/−3

今泉忘機捌

風機木康法雨康木康風穂則法康風雨木機

露の世の疑獄裁判断を待つ
二階カラオケ首都の銭湯
花の烏花から花へ花喰んで

蝶の軽さを足に遠足

ニォ蒲公英の紫ついついと先を行く

スマトラに散る落下傘隊
ところてん

穂風木則康則風雨則穂康木雨則法風木穂則雨穂康

八船橋・第六天連句会ｌその一Ｖ

百韻﹃夏隣り﹄

ォ夏隣り明るいうちに湯を上がり

二年目の棚揺れる藤波

知己と会ひ知己と語りし椰子の下

心太とはおやつ極上

どの店も招き猫置く田舎町

七千人の医学士浪人

バカロレア受かりて明るきバカンスに

ヌーディストキャンプひとり探検

文つひにポストに落す悔ありて

司会上手でいまだ独身

勝手連かつぐ勝手の楽しさよ

里に罷の出でし噂も

汝が性ガの優しき故のひげに月

衣被きむきつるり口元

ニゥ褒賞を断って酌む菊の酒

一将のかげ消ゆる万骨

十字架の並ぶ平原はるばると

肩にカメラのこれもジーパン
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黄砂降る街行く心魚に似て
ピルの谷底あれはたれどき
風船の中空にあり見上げる子
パントマイムを田圃の畦道

水蜜の香の溢れをり月の舟
瓢のうなじ影のなめらか
ゥ爽やかな素読の声の翁さび
デリカテッセン済ます夕飯
巴里祭をビデオで見ると電話され

アナベラに似る乙女小走る
初恋の億ひ出今もたまさかに

姿見の前妻レオタード
風鈴の鼻詰りなる情なく

樋のゆるみが下剋上生む

鳴鏑 初 陣 気 負 ふ 雁 の 月
衆院解散選挙は秋か

黍恵和猛彬聴参忘

蒸発と決めてサラ金借りまくり

峠だんどのあんこたっぷり

双眼鏡七倍にして見る野鳥
生物分布の変化寄せ来る
船若の面浮かぶ古家の窓の月

ゴッホの賞でし南仏の秋

跳ね橋をくぐる小舟で月の下

カスタネットの音や狂ほし

三ゥ旅芸人芸術祭に命かけ

人民服で銃持つ乙女

男の子やもウーマンリブにたじろぐか

揚墨も焚書抗儒に消え去りて
また王義之に戻るわが老ィ

文机の向うに海の光る町
露草摘まん野馬追の里

社員の寮の浴衣短かく

つつがなく手形落ちたり宵の月

肥らないラーメンといふＰ．Ｒ

ベンチに蛙ひょいと乗りたる

タバコやめたる空気吸ひ込む
バスを待つ真ん前花の朧にて

腿の肉よりデュオニュソス生る

あ

ナォ天地も心も揺すれ春の雷

独身先生群るる女生徒

この度の躁は我人驚かし

壁掛けの絵が何と北斎

校門に新装開店焼鳥屋
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肥満芋虫出づるのっそり
職安のカンナ萎れて離婚妻
積木くづれは一瞬のこと

義士祭避けて詣る高輪

松が枝にボールのせたり花吹雪
ニォ髪剃りてあらためて知る春意

瀬戸内うらら小豆島人

教へ子の活躍を知るテレビにて

コンクリ百年木造千年

クーラー嫌ひの団扇愛用
神様の国に永住ギリシャ人
陸中の空を焦して山の火事

扱ひかねし納豆の糸

公園の首吊り自殺朝まだき

晶眉とは仇愛国のビラ

文旦送る里の母親

有楽町ハンスト群れて拡声器

法康木雨穂風雨法機法木則木穂康穂康ノノ風木〃雨

機ノノ法雨木則風則雨穗風雨法則穗機木雨穂康風穗

細き命をっなぐ点滴則

音もなく町の寝息と積る雪穂
探す親などかは廻り逢はざらん木

知らぬはずなる父に似る才穂
アメリカで近頃流行る秋田犬雨
ディズニーランドの弁当禁物法
三日月の顎のとがりの畏しく穂

冷まじかりし原子炉の岬風

ナゥ猫じゃらしそよりともせぬ野辺の昼雨
くなど

岐の神の祠ある道風

夕焼の中で数へる貨車の数則
転地先でもぐい呑み集め法

白髪の増えて知りたる酒の味穂
他人丼てふポークにエッグ則

花吹雪人なき村の駐在所機

專菜生ふる古き用水風

小会議室︶

昭和五十八年五月三日首尾︵鯵・東京女子医大
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八船橋・第六天連句会ｌその二Ｖ

赤田聴雨捌

黍参英忘彬猛聴

歌仙﹃法師蝉﹄
諸声に逝く日惜しむや法師蝉

夕月を背に遊ぶ子二人

青墨の筆のすさびの爽やかに

幾年慣れし鶏血の色

ナォ春場所の横綱を絢ふ気負ひなり風

弟子入り三年飯炊き係康

お向ひの娘のおきゃんサッシュ窓機

歯切れよき声胸のときめき雨

たけくらべ信如は寺のあとつぎに木

ひらり風花涙ひとひら英

単線の会津磐梯みぎひだり康

停年となる奥の駅長機

蛇まつる小さき祠に掌を合はせ風

ＡＩＯＳの恐怖日本上陸康

雌といひ雄といはるる月の性木

鮭の識別口元にあり康
ナゥ秋燈下パイプ煙草にサスペンス英
人生無常を坊主辞易機

芸達者旅路の果ての養老院康

ゲートボールの音ののどかに穂

雲雀の落つる先を見届け木

花をちこちビルの上より眺めをり雨
大小会議室︶

昭和五十八年九月十一日首尾︵齢・東京女子医
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旧友とワイン片手に時忘れ
カマンベールのすゑた味よき

脳裏離れぬ人の面影

穂木子機風康雨

木糸風機康木穂機英康

ウドイッ鯉修道院の庭の池
埋もれしカスバの君の足の跡
熱砂の浜辺燃えて尽き果て
月涼しやっと休暇を三・日得て

力ル

おばけ屋敷の仕掛わからず

あざらし真シ青急ぎ退散

北の海境界超えしＫＡＬ鑿たる

旗を立てたるランチ大好き

どの国も子供は無邪気エスキモー

奉安殿の跡に噂り

校庭にしだれて侵し花の影

糸

ハ尼崎・丹想ｌその一Ｖ

歌仙字化
篝﹄

石橋筑紫男捌

ナォ真鐡の嗽茶碗を磨き立て
靴を足蹴に砂丘越えゆく

大凶のカードによよとマダム泣き

ネオン消ゆればっのる寒風
温泉の捨湯なまめく香を流す

筑紫男

きいぎぬなれど素振り百遍

思ひ立ちたる絲綱路の旅
仰山に媚薬仙薬有りと言ひ

晩春郎

膳にちらばる田楽の串
郎

花篝盃重くなりにけり
巣をかける軒の燕に母呼びて

火曜日ごとに出る宝くじ

夢に見しホールインワン果したる

男

小微亭

ひと雨欲しいこの頃の空

月白の水割焼酎楽しまれ
玻璃の器に新豆腐盛る
ナゥ同業の長老として秋祭

吠えるのも億劫犬は舌垂らし

かんばん

鶯来鳴く裏の里山

︵文音︶

− T つ 弓 一

狗之
郎
男

古宇

之

郎

むね

買物を持たせ女の伊達莨

男

さびれし酒騨の古き招牌
かざし
花挿頭都大路を往くは誰ぞ

昭和五十八年四月二十二日首
昭和五十八年九月二十五日尾

入･ノ

畑仕事でみんな忙し
才めば弓張月の影淡く
難の裾に酸漿の朱ケ
ゥ厄日無事朝の珈琲香り濃き
新聞まづはテレビ欄より
ハネムーン賑ふ空港国際線

婦唱夫随を宗の碧眼

舗道沸きたつほどの土砂降り

之

古手

之

男

郎

吉一

逆転のチャンスッウダンフルベース

赤鉛筆でしるす穴馬

月中天祭噺子も跡絶えし

円朝夏の念仏唱へる

裏口へ履物廻す茶子の才
露地を抜ければ澱む堀割

之亭郎男之亭郎男之亭郎男之亭郎男之亭

え葉明葉え明葉え明葉え明葉え明葉え村
み

八尼崎・丹想ｌその二Ｖ

秋山正明捌

脇起歌仙﹃春雨や﹄

春雨や小磯の小貝濡るるほど
里のわらべと越す木の芽山

風光る秘宝公開まぶしみて

塵をとどめぬ真の飛石

鳴子日和の絵筆はかどり

ナォふり向けば灘莊々と霞みたる明

忽と現はる黒き船影葉

すれ違ふテラスの人に会釈してえ

冑き火花を散らすライバル明

宇宙服をんなどころも包み込み葉

葉

灰かに匂ふゆふすげの揺れえ

故郷の唄なっかしき祭笛明

大黒さまの国は明るき

店先にそばの蒸籠干し上げてえ

好みの味に沸かす珈琲明
月光のからまつ林佑復し葉
山荘の戸を穿つ啄木鳥え

ナゥ新刊書一気に読めば秋しぐれ明
あの手この手とひとり碁を打つ葉

炊飯器つぶやき妻の留守らしやえ

野点の席へ日矢のひとすぢ葉

城趾の濠をうしろに花の駅え
耳の辺りを往き来する虻明

蹄緬琿廿肌蓉梱朋一十私朋澪︵文音︶
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七つ滝ひとつけぶらふ月の量
ゥ初ものの松茸焼かせ燗をつけ

匂ひ袋のこもる質草

幾年も都の夫を待ちわびて

吐息のくもり拭ふ唐鏡

羊群の雲のごと湧く絹の道
バザァルの喧騒呪文めく聞き

夢さめし林にさしこむ冬の月

影も冷たく仁清の壺

刻を知らせる捨鐘の音

薬湯の効き目ばかりを頼む背に

碧眼の花守にして京ことば
かくれ耶蘇住む春耕の天

正紫き蕪

乙

八東京・東京義仲寺連句会ｌその一Ｖ

骸ナォ筵より筵へ虻の相間譜

脇起歌仙﹃しぐ尼僧れ
の
﹄
の肩
の左宿
さがり
に 実

一い︷疋
ｚ

玄関に置く虎の衝立〃夕

わだとしお捌伽ゴシックの活字火の島火を噴いて︲真

人々をしぐれよやどは寒くとも翁望遠鏡車に積んで放浪す流
枯野のいるに昏れ残る街としお木Ｉ枯Ｉ落ちる北欧〃の湖夕

ｔｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｉｌＩ１１１ｌｌｌ・グ

実

琴
駅
坐生誕の記憶いづくにか潜むらんＺ真紀去年今年蛇の髭珠を抱きしまま真

７１びいどろ遊び猫板の上︐実子神見て帰る宇宙飛行士

︲伽月光のぽんぽん時計は空に浮き〆夕花幼な児の木の葉と語る午後のこと︲夕

ｌ

おもて

／亘︿

刊丘のコスモス揺れやまぬなり〃吉子有機交流電灯の青
〆ゥ縄一本下がる梁あり虫の声ｊ興三人面石の面をうがっ月雫〃定

§塗りたての自転車そっと立てかけて定史ナゥバクチですって女に去られて曼珠沙華︐夕

とりこ

凧八鎧の赤が少女虜に︲流花いつ往かばやと秋冷を病む趣く

あ

咋呼あの禿は生れながらのものかしら︲夕羽蟻舞ひ暴走族は生れやまず〃流

胤瓢箪ぶらり明日は還暦ゞ流暗闇坂で馬と相談：定

鋪三千年の塵崩れゆく史酔ひて踏み割る下駄のかなしみ！興

デルデスデムデンデ斗刀虫︲おぎらひ︲＃真川も光りて武蔵野の春︲吉

薬包紙槌せたるごとき夏の月！流果しない花のささやきの中に眠ると

寺町の寺町通り被布の裾︲定昭和五十八年十月九
日首尾
︵鯵・俳句文学館︑第十一回俳譜時雨忌︶

をさ

恋に疲れて筬行きなづむ；実ｆリ

︵〆
パントマイムで見せる春風Ｉ一宣
く／／〆〆

折れながらなほ花満つるいのちかな＃吉Ｚ／６祭ぐ３３甑アダ

川欺誘諦溌僻伽世
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はし

朧馬心足ら ひて奔り去る

目を閉ぢて 聴 く 津 軽 三 味 線

霞たぱしる小出新道魚

ナゥ行燈の生首長い舌を垂れま

今日も議会は胡散臭くて繭

野鳥観察白いマスクが取りしきる梨

笹美しき若鮎の鮨繭

婚約の振袖似合ふ初桜梨

孝繭

八東京・東京義仲寺連句会ｌその二Ｖ

胡蝶﹃夜長﹄
眞鍋天魚捌

繭

まさし

天魚

月が走って魚は動かず

海底の鐘鳴りいづる夜長かな
旅のはて野分と汽車に乗りついで
鮎

昭和五十八年八月十四日首尾︵齢・関口芭蕉庵︶
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孝

隅に消しゴムノートは二冊

梨江

園丁の麦藁帽子脱ぐ昼餉

人口計画知らぬ十薬

ウラ花火咲く競艇場の静寂に
借金上手の手から水もれ

青い油彩を帯びた銃口

どうしても忘れられないひとがゐる

昭和十年祖母が作ったダゴを食ひ

インダス文字を刻む印章
歯医者の器具の光る春昼

ナォ地下室のラストダンスは終らない

杏の花を浮かべたワイン

森林浴マタニテイドレスの受難節

繭ま魚鮎繭鮎
鮎梨孝鮎

ヲ画

しみ

博之

更

弥一郎

公羽

弥

八東京・東京義仲寺連句会ｌその一一一Ｖ

ソネット﹃旅

つまくれない

しにもせぬ旅寝の果よ秋の蟇
月光孕んで烏の眼あたらし

鳳仙花爪紅の名を持ちて
レシ

湯町の坂に須爽の愛語す
ワルツ

せむい

夏の 夜 の サ テ ィ の 円 舞 曲 サ キ の 物 語

染足そろう白かくの蟇

てんとう虫登る施無畏の掌
佃島むかし弁士もいたという

李朝 揚 げ カ タ ス ト ロ フ ィ の 論 を 捲 き

厄の女と冬眠をする

東柘榴隠れてたくた人の味

とっても暗い四年生です
花咲かば鏡を覆うまでのこと

春雷ありき赤い靴下

弥春愉

十一回俳譜時雨忌︶

昭和五十八年十月九日首尾︵舵・俳句文学館︑才
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郎
捌
愉春
麻 眠
更樹子
愉更博

苗喜

／
窒

艸人郎お艸お人郎お馬艸世人艸郎お人
し山

八東京・東京義仲寺連句会ｌその四Ｖ

公羽

高藤馬山人捌

脇起歌仙﹃夜の雪﹄

へつつひ

酒飲めばいとど寝られね夜の雪

何ごそっかす竈の猫

宇宙光集め一個の陶成りて
少なくなりし尾根の赤松

銀座の乞食青い目をしてお

ナォ見返れば書割おぼろ析の響馬

あでやかな友禅の帯解きほぐれ艸
蟹の夜這ひは食うたことなしお

水口は丘の東の田村麻呂郎
茶畑もある隠居所の庭世
柿伝へ嫁る娘のための画も描いて〃
京の夜盗は頬被りする馬
陛下の歳も八十を越し郎

9

冬の鵤茜の窓を鳴いて去り艸

うたかたの河の流のさはやかに人

テレビの塔をころびゆく月しげと
ナゥ虫時雨ガラスの中に臥しまろび艸

雲雀も歌ふ桃源の爺々と

林檎刻みてジャムにする宵世
ひとりもの無人島から招待状お
ボートを漕げば雲のいろいろ入
ぱちぱちと花の篝に薪くべて馬

昭和五十八年一月九日首尾︵齢・関口芭蕉庵︶
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ほのぼのと月の出でたる金蒔絵

笛を吹いても人の来ぬ秋
ゥ露深き伊吹の山の幾曲り
バックミラーに耳飾り揺れ
待ちかねて急ぐ恋にもあらねども

引手あまたの総裁の椅子
長島は家主となりて北嬰笑み

初亥詣でに牛も鼠も

ガンジスの月にビールを傾けて

マッキンレーに夕陽輝く
石の貌老いゆく村に往み古りし

のり

自然農耕鼓腹鑿壌
法の道ばうばうたりな花咲いて
霞を踏んで狐六方

啓馨蓼太と馬

八東京・都心連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃風入﹄
風入や図書に作家の眼の光る

浴衣に更へて寛げる縁

夏芝居街道筋の賑ひに
串太団子よう売る蚤也

清水瓢左捌

ナォ陽炎に揺られ微笑む半珈仏吟

握り飯にも時代色出で〃
猿蟹の合戦謹話蘇り馬
庭駆けぬきし足太の犬厚

ダブノ︑のファッション娘等は恥らはず則

シャネル五番をパリに求めむ魚
そのかみの鴎外いばり答められ馬

冷奴にてした塾かに酔ふ吟
旅稼ぎ祖父の代より小百年左
祠宇へ寶銭紙にひねりて則
背の高き伶人の舞月に尚厚
寄る小波に消ゆる虫の音馬

ナゥ龍胆をあちこちさぐす野の広く魚

那須の五峰は煙り吐く見ゆ厚

しのびよる地震の噂も遠のきて馬

マンション建つる測量の旗吟

米祝ふ翁迎ふる花むしろ左
鮠も鰔もよう釣る蚤ころ馬

︵齢・神楽坂︑真情浄寺︶

昭和五十八年八月一日首尾
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小昼過ぎ山鳩くシと啼きっヌけ

待つ程もなく出でし満月

新しき筆の運びも爽かに
愚直の人の菊作りして
亡き人の星よと言ひて涙ぐみ

露地流し行く新内の三味
乗り換へる地下鉄線を取違へ
甲斐なき党の首のすげかへ

冴え勝る札幌の月雪祭り
板戸の襖重きあけたて

塗物を紅絹にて拭けと祭けられ

待ち惚けし頃着きし書留
花の宿人気はオシン独り占め

耳をつんざく勝鶏の声

紅義則馬香瓢
山
左馬魚則厚吟則吟馬魚厚則魚厚子人吟左

見学玄捌

ナォ古本を探す町中風光る

三隣亡の手斧始めは

テノヒラ

掌の厚き肉づきたよりとか

かしこき筋の落し子といふ
国会に恋人の名を取り上げて

バッキンガムの兵の交代

月照らすローカル線の雪だより

四頭の犬に橇を走らせ

教会に集ふ童らはればれと

地震にひろがる壁のひび割れ

撃ち合うて西部劇なるロケーション

漁羊が糺す古詩の音節

ナゥ積み重ね文化は世界一の称

今や阿片に比する宗教

寝苦しくしきりに暑き夏の夜に

鵺射止めしは源三位とよ

花に聞くむかしむかしの物語

夕日かがよふ大文字の凧

︵齢・神楽坂

昭和五十八年二月七日首尾

真清浄寺︶

と玄左恭郎肝左玄郎と恭ノノ肝郎左恭肝と

八東京・都心連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃紙雛﹄
紙雛や母の出自は武家といふ

朱塗の盆の匂ふ草餅

ノノミヤ
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冬眠を覚めたる虫の野に山に

文学好きのベレー帽買ひ
部分蝕観察終り月は澄み

時計塔よりやや寒の音

ゥ秋の蚊帳干されしままに人気なく

別れし妻の金借りに来る
いつまでも﹁サザエ﹂漫画の主役にて

逢染橋を渡る番傘

河骨に残り絵具を塗らせもし

内弟子呼びて冷酒を酌む
病窓の月に禁煙誓ひかね

峠越えゆく雁の一棹

吊案山子四方八方睨めまはすかに

五百円玉寶銭に投げ

野宮や二尊院まで花明り
領土返せと叫ぶ春の日

し実龍瓢恭
げ 玄
左肝恭左肝郎と左肝郎肝恭と郎肝左子

土屋実郎捌

龍恭リ瓢笑杣実

八東京・都心連句会ｌその三Ｖ

歌仙﹁春寒し﹄

燕巣造るだ︲し桁の家

転業を迫られてゐて春寒し
菊根分垣越しに声かけられて
腹は減らねど月の叫司が典る

１１ＪｌＩｊＩｌＩｌｌｌｌｌ−ｌｌｌ川咄１

ナォ穴酬でし蛇を幼児の踏みて泣き左

〃１玉三郎の素顔堪らぬエ
世界は挙げて景気沈滞楽

ー櫻を狙ひし心狙はる蚤平

難民へ芳志もとめる駅の前肝

とことん読めと古き和印肝

蚊に刺されたる痕のぽっちり恭
浴衣着て今宵は夫に逆らはずエ

ワインよし地酒なほよし旅の宿平

月まん丸う涼し初秋左

紅葉谷猿の一群渡りゆき肝

籾摺歌も習ふ少年郎

礎石あらはれ偲ぶそのかみ平

ナゥ万代に光る太子の義疏三部左

エレベータコンピューターで管理され恭

浮かる愛猫の追ひつ追はれっ楽

花明り延寿の宴酌に郎

舌鼓あちこち蕗のなめ味噌左
浄寺︶

昭和五十八年三月七日首尾︵齢・神楽坂︑真情
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秋袷明日くる母のために縫ひ

やう︐ｆ︑戻る鶯釣の舟
ゥくだけたる言葉の端で育ち知れ

伴奏淋しストリップ小屋

内縁のま蚤で十年妊らず

勘亭流の付が載る盆

数奇屋橋また三原橋今は失せ

犬飼ひながら靴磨きゐる
月晴れて蕎麦の味はひひとしほに

応援うけて済ます棚経

ちシろ鳴くパズル遊びに吾子並び

値下げするほど売れぬ冬物
大鳥居仰げば落花かぎりなく

春雨煙る嵯峨の藪道

肝平郎工左肝エノノ恭楽ノノ肝子エ左楽平郎

ｰ
／
4 ｱ

京極杜藻捌

楽左水恭藻猫恭藻左恭肝子子楽肝左水藻
猫

八東京・都心連句会ｌその四Ｖ

歌仙﹃梅雨に入る﹂

とり か ︑ の 灯 に 生 活 あ り 梅 雨 に 入 る

炊き上りたる釜の豆飯

角を曲れば駅へ近道

三尺の庭の隅にも贈鳴いて

ナォトラックで畑まで運ぶ耕転機猫

式内神社急に建て替肝

園児行く池のほとりのいそがしや恭

ガセネタなれど刑事走らす肝

長髪の写真男女を判じ兼ね藻
民宿実はラブホテルなり左

雪となり口説上手にほだされる肝

借り着の羽織裏は笑ひ絵猫
天ぷらの衣に卵多過ぎて恭

しゃっくり止めの呪ひもがな猫

渋柿の渋抜き伝ふ母も老い肝
二十六夜の月をおるがむ藻

史跡巡れば陽炎の燃ゆ肝

ナゥ色烏の声のさまざま録音に左
船で着きたるスペースシャトル肝
朝刊に主婦の一と日の始まりて恭

そよ吹く風に舞ひ遊ぶ蝶良子

遠ちの山此方の山も花盛り藻

浄寺︶

昭和五十八年六月六日首尾︵齢・神楽坂︑真清
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おのがじし持ち寄るものも月の友

定家かづらの種子の飛び行く
ゥ秋草の絵付けの壺に虫を飼ふ

還俗直後嫁入する尼

茶の水汲みし宇治の大橋
紺耕着て十八九とも見ゆる

鎌倉に粋な徒の寺ありし

一合桝に菊が一輪

直木賞こそ我が狙ふもの
裏の窓月洩る飲屋談はずむ
ゼンマイ捲けば時計鳴り出す

抱へたるギターを弾かずや蚤寒し

外っ国の花も噂に観桜会
島を遙かに霞み行く雁

黒恭笑龍瓢朴杜

,公、

一ぬ満とし晴成し悦満子しと晴子ぬ一
ろげ

八横浜・戸塚連句会ｌその一Ｖ

可可

八木荘一捌

脇起歌仙﹃稲妻﹄
ォ稲妻にさとらぬ人の貴さよ
月だの木草だのしげる屋上
鉦叩き行き度き階を探すらん

守護の天使の翼はばたく成

ナォ春一番風雅の便り掌にうけてし

幽霊の取り落したる額紙晴
午后は歌仙に一座せんとすぬ
道端で朝掘りの筍を売り悦

螢のとまる草を折りたりと

廃屋のピアノ激しくほとばしり成

女のものす性の自叙伝晴

まなうらに残すほどけし帯の色満

さて私はくたびれました
匂ふものなんにもなくて月の机上ぬ

夜ごと夜ごとに秋の声するし

ナゥもみぢして地球に輸血はじまりぬ

思ひがけなく鮭もどる河悦

収賄の記事も写せるフォーカスと

空気満載走る特急晴

春の野を来る売出しの旗成

対岸は綺羅なす修羅の花吹雪

︵紗・俳句文学館・俳諾時雨忌︶

昭和五十八年十月九日首尾
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つっぺらといひこつぺらといふ

丸四角汗の描きし背中なり
かこ
どんどこ船の水夫の大声
ゥ風入 り て テ ロ リ ス ト の 軸 ぱ た ぱ た と

上海巴里へ手に手を取りて

膝枕ゆらすふたりに夕明り
背骨曲りしきみをかなしむ
幼子のおぼえし言葉ばばとぢぢ

空也最中の味のよろしき

一赤をあけポーカーに耽る奴

凛として樺の肩の冬の月
虎落笛たゆ基地の鉄線
ジョ

急にしづかになりしさへづり

、

杉の香のたつ割箸を割る
湖上去る遊覧船の花の水脈

多成ひし樺悦き荘

八横浜・戸塚連句会ｌその二Ｖ

↑壮一

歌仙﹁葛湯かへる﹄

多美子

八木荘一捌

風の音遠くに葛湯かへりけり

富士枝

弥一郎

忘れたきことまた思ひ出す

さむきものみなひらく月かげ
走る荷のひらひら赤い布つけて

しげと

一壮一

砥石洗って新酒たしなむ

自然薯を掘りしは三日前ならむ

弥
し

ゥ空港へ霧雨ふらす燈をさけて

午前○時に待つ人の来ず

多

し

弥

千佳

コンピューターの占ひに凝り
吹きっのる尺八ふいにやむ詩曲

多

バロックの真珠を胸に口重し

出航のドラの間遠なるなか

一戸田

一湾の色より青き人魚像
ハイビスカスの垣根つづける

寺壮

馬山人

夏の月昼間はほんのかすり傷

折紙の鶴カタカタと鳴る
年毎に原爆ドーム花に古り

弥

義

東風ひきつれて帰るあきんど

ナォ義士祭子葉を飾る次の部屋し
もの欲しさうな猫の張りぼて馬
赤坊に真赤な顔で泣かれをり荘
煙草の灰のぼったりと落っし

惑ふほどほてりの深き君の瞳は弥

雪女さがし雪たどりゆく義
騒がしき冬の胡椒が高騰し多
たヌ萢疹の痛み耐ふる夜富

何のためにでもなく化けて出たくなる荘

雁来紅の影ながく曳く富

提灯のやうにひしやげる壷富
月上り浮き足たてる塞の神多

ナゥ逆縁を草雲雀にも弔はれ馬

買はれてしまふ馬市の馬し

ネクタイはベルトみたいな卵首弥
ロンドンデリーの歌響くなり富

物を言ふ花が尊し裏の山荘

霞のなかに電車あらわる義

︵齢・戸塚区民センター︶

昭和五十八年十一月二十日首尾
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＝

八松山・南海放送学苑連句教室ｌその一Ｖ

世界コミュニケーション年

歌仙﹃和の心﹄
和の心宇宙にひらく年明けぬ
金の﹁寿﹂の字の光る箸紙
春の駒撫でしたてがみ吹かれゐて

草摘む乙女鳩もたはむる
月おぼろ窓を開けば漂ふ香

永田黙泉捌

みち子

黙泉
仁美
次郎
花笑
しげる

僑士
ゆき

ナォ湯気あげて栄螺つぼ焼舌をやくゆ

僻地赴任も住めば都か佳

レーガンに頭さすられおどかされ仙

飛ばすビー玉キラリ波間に杖

雪嶺を神の御光とふし拝み泉
おみ
湖きはやかに
御神渡り跡美
年頃のお稽古事の欲のなさみ
つのる思ひは夜毎々々に郎

強きを助け弱き挫くかし

テレビまで恋のしぐさはでれノ︑と笑

警策の程よき痛み月に立つ士

ナゥ瀬戸内の蜜柑畑は色づきて仙

運動会の弾むかけ声ゆ
飛竜椀々のぼる天界杖
佳南呼

ロ 〆

早朝登城坂の賑はひ

法廷に無言の答﹁よつしや﹂節

目は口ほどに物を言ふとか
蓋らひのまなざしうけて騒ぐ胸

人民広場燕連れ舞ふ

来てみれば満座の宴さんざめき左人

︵齢・南海放送本町会館︶

昭和五十八年一月二十二日首
昭和五十八年二月二十四日尾

羽化了へし蝶いま翔たむとす美

池の面枝垂る易花の影清ら郎

彼も彼女も思ひ出の中泉

泰仙
御杖
泉

﹁ところてんあります﹂と旗はためきっ

棚に机に並ぶ陶物

郎

み

寺詣で背山紅蓮のまんじゆしやげ

し

笑

美

ニュースの種は薬か殺しか

飛機の中月のあかりに文庫読む

花万朶﹁不沈の空母﹂浮かれをり

士

負ひし幼なに聞かす鈴虫

古砥部の壺に勿忘草を
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八松山・南海放送学苑連句教室ｌその二Ｖ

歌仙﹃蓼の花﹄
目が合へば尾を振る犬や蓼の花

山の端仰ぎ後の月待つ
若人の歌声湖の霧ぬけて
たくみ

巨き匠の伝統の塗

新築の壁にか蛍れる藍浴衣

樹々を渡りて吹く冑嵐

ゥスクーター飛ばす娘の髪乱れ

御鬮大吉しまふ懐

愛情をたしかめるべく文を書き

﹁角﹂より強い成金男

鬼になり腕とり返す羅生門
開けてくやしき玉手箱かよ

永田黙泉捌

カズ子

照子
左人
花笑
次郎
やす子

泰仙
仁美
祐子

昭へ

しげる

ゆき
黙泉

笑

月中天影も東てたる川の面
囲炉裏かこみてどびろくの宴
っの矯めて牛が死んだと云ふ話

郎
力

人

数寄屋の庭の色あざやかに

や

春日野の花の盛りを旅枕

風船売りに集ふ童ら

ナォ行く春の愚陀仏庵に一休み仙
アルバム開き過ぎし日思ふ祐

交叉点黄帽子渡り杖渡る美

首だけ鎮座石のみほとけし

卓上に気の抜けしま塾ソーダ水ゆ

曝書の庭に高き紙魚の香泉

ライオンが勝つか巨人か気もそヌろ照

熟年相思ポスターを地で人

何もかも目と目で通ふ恋夫よ笑

彫り雄潭に掛かる扁額郎

明月の白亜に踊れ影法師カ
ジョギング姿露しげき中や

ナゥ秋深し法華の太鼓響き澄み仙
エレベーターに猫も駈け込む美

若き日の苦難の道が今幸に祐

保釈有限正義は無限し

麓なる大樹輝く花明りゆ
石の鳥居もゆらぐ陽炎泉

︵齢・南海放送本町会館︶

昭和五十八年十月二十七日首尾
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窪田薫捌

万

博ノノ万博万薫万博ノノ万薫万ノノ博万子

ナォ伊弊骨が伊弊諾さそふ小豆島

墓までの愛秘めゆりかもめ

攝きとなる鉾のしづくよ
夕汐の言問ふ橋に溺れたし

姫百合の腿繰り三年恥九年
他の惑星へ移民するとか

やったやつたぜオロナミンＣ

アミン酸待つわなどなどＥ・Ｔ．Ｃ

月光の曲は拙し十五歳

万博薫万薫万博ノノ万ノノ博薫〃万薫博万薫

八札幌・俳譜寺芭蕉舎ｌその一Ｖ

歌仙﹃二日はや﹄

ロン嘘ｒ

二日はや圓舞のごとき流れ雲
俳譜の座にうつくしき歯朶

大きな荷持つ下船の漁夫は

章半紙・洋酒・異国と偲びゐて

まぎらはしくも猪の移り香

松江にさぐる築地の松や

宵のエチュードぎす奏でたる
やや寒の土塀の並ぶしじまにて

ナゥＺＬジュリーはＴＯＰＳＴＡＲでＲ

はりきったりはったりデ・キリコ展

設計のりりりりりりり紙の鵺

リリック過剰鴉苦労す

おどろけばうごく梁塵花白む

昭和五十八年一月二日首尾︵舩・新妻博宅︶

彌生を歩む靴の軽やか
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外科院のうしろにそっと隠れ月

ゥ管理職八朔の顔重々し
とろろ汁吸ふ精をつけんと
君とゐてまりこの宿の甘なつと
御簾をかかげて貴人おでまし
緑陰のふかきに胸をときめかす

ふいにとび退く雀犬猫

月の鎌かけし鎌倉山の東て
フランソワーズ除夜の鐘聞く
手風琴ならして居ればフランネル

春は草色鵲鵲がくる

霞む帽子をお貸ししませう
花満ちて仏またたくやうに弩

博菫里

八札幌・俳譜寺芭蕉舎ｌその二Ｖ

歌仙﹁クリスマス﹄

孫とまごまごする冬籠

思出は人さまざまにクリスマス

はじめての事は何でも難しく

初霞して海おさまらず

まなこ

ぐうたら猫のやうに眺める

窪田薫捌

ナォ鮭追ひて三途の川に紛れこみ薫

つむじ風巻く螺旋階段雅

ご同輩︑近ごろ夢をみてをられるか？花

クレオパトラに業平が惚れ薫

忘れじや襖の陰にさざめどと
万
カン・ポン・リーチ・ツモ・和了・雪〃

ポインセチアいそいそ抱へ月蒼し花

マドモァゼルは馬にまたがり雅

べんがらで書く神の記号を雅

プリンスは湖上の古城に待ってをり薫

酔ひごごち注連飾などちらほらと万

毘盾遮那仏のみ掌のまにまに万

松の内なる弓胃ロ亀筐房︻花
ナゥ大戦の不吉な予感金槐忌薫

犬愛し真實愛し覺愛し雅
寺山修司と本と絲遊花
白魚はねる策新しき万

︵舵・リオンヌ︶

花の闇ゆらりそよそよ吹かれをり敏子

昭和五十八年十二月二十五日首尾
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生剥げの眼と刃にぎらり月

ママゴン満足草餅満腹

ゥ合格を祈願すシンセサイザーに

微笑暖昧脱ぐ仮面なし

鳩のなる木は別にあり花ざかり

魂の底までぐいと掴まれる
口移しする朝のコーヒー
ゆず鼬天＠普⑪天③日○二穴ｇ︲Ｑ四コ８１

朝焼けの窓にＵＦＯ来てをりて
エセ学者とくくつ猿のはクサイとか

迎へる千年女王冷やか

文化の日にはロングパンッで
月へゆく切符今度はコンコルド

万花ノノ万雅薫花万雅薫万花万薫子子子

花雅万
紹 里 薫

八札幌・俳諸寺芭蕉舎ｌその三Ｖ

歌仙﹃遠い木﹄
遠い木のほぐれてきたる暖め酒

あかり

猫鳴いてゐる落葉積む家
墨絵なす湖かすか月冴ゆる
灯をともし漁船漕ぎ出す

窪田薫捌

ナォあるときの逢ふ瀬は菊に埋まりて万

ルールは守るくし厚氷薫

ゲーム

嵯峨・角館ともにつれだち雅
雪片の無尽に遊びをり迎夢万

裏の泣き虫ポンプが軋む万

七五三祝ひのべべはサラ金で花

だれかれのうはさばなしの信天翁雅
メノコ勘定○●○●ケーキ結構万
えびすまは

ＡＢＣ夷回しの月のＡ薫
竹馬に乗り尻馬に乗り万

マリリン・モンロー滕朧として薫

脚線の美しき魔女拝みたし花

ナゥ鉄壁ノ香リナガラモ反転ス雅
壁を抜け切る悪に魅せられ花

つぎつぎとコピー人間世に媚びて雅

活字嫌ひのフォーカス現象〃

風なかにくらくありたり花と愛敏子

昭和五十八年十一月十三日首尾︵鯵・リォンヌ︶

野崎参りはお釈迦になった花
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奇術終 へ と り の こ さ れ た コ ッ プ た ち

古代史ロマン告げる初鶏
ゥ嫁が君ぬばたまの閨かいまみる

私は沈むあなたの胸に

ピル街もうららとろとろとろ溶けて

花咲くマドンナほらほら笑ふ
ラファエロの描くキリスト春の雲

扉に消える完全死体

地軸ずれをり幾度も手を洗ひ
どうしても夏ピサへ旅発つ
パーティに混じる怪しきサングラス

おもちや病院医師大公募
有明の門を過ぎては肉の市
南蛮煙管ナンバー何番？

雅 花 万
紹薫里

薫万花雅万雅万薫万雅万花雅万子子子

八神戸・白燕連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃十鴉﹄

吻十鴉に十の声あり初霞
側細り餅の水なみなみと張る

７Ｘ匂いたつ紺の緋の際立ちて

＃

ナォジーンズをはいて素顔にもどりけり

海Ⅲ轆轤にのせる手すさびの土
・千年の夢封じたる壷の出て

教″朱雀大路を夏燕飛ぶ

〃千遊身一つを研師にやつす佗住い

︲︲巽芝居見たさにテレビ買い替え

／力く暫くは浮気の虫も静まらん

ずＩ磨きこまれし稽古場の床

Ｉ道匂ｒおこがましくも袈裟をまといて

ョ遊乎ナゥ薬草を煎じる匂い秋深む
流儀まもるは信仰に似て
ゞ少巽？

↓亀道＄末の娘の殊にやさしき

３力ｆ当代も槍一筋の頑固者

な遊や暁に消え残りたる花篝
し巽﹄巣立の近き烏ごめの梢

？刀ｆ

ｃ道ｆ

並憾枇

ｆ遊〃昭和五十八年二月十三日首
昭和五十八年六月十二日尾
紫

う説

シカＺ﹃歯を出して笑えり月は雲の裏

敦盛の首洗い池濁りたる

︽金︿３ｙ写真に入りし土地の赤犬

︽ゥ矢先から露零したる武者案山子

乙遊ｙ

砿前後左右に虫すだくなり

莎道３コスモスばかり乱れ咲く庭

一々︑明月を仰ぎてしばし言葉なく

屈託のなき児らの道草

八ゞ〃教会のチャペル明るき北の町

︐土産ともなく木彫熊買う
恋唄は海の方より聴えけり
侭収いつ出来るとも知れぬ編物
庵Ⅵひとり居の心楽しき年となり

小さき石の水輪ひろがる
︽一忽ちに寄進の瓦万を越し

淵

アレ月の朧を纒い寝る鹿

／ふもとより咲きのぼりゆく花の色

ざ巽︑４

︵文音︶

造脇鰡職巽鑑鑑齪童鎚＆

ケ
ー
ノ

飾拱都踊りの出番待たるる
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左J

方鈴ひ

し鈴月し鈴月し鈴月し鈴月し鈴し月子し

ろ

磯

本番馳けにゆがむちよん嵩

ナォきらきらと若草山に陽の映えて

素手で掴みし今生の得

死者生者昼すぎていて心太

生れ故郷は京で北山

郡郭の枕炬燵にまどろみて
いも蒸し上る土間の暗闇
三人前食うて無口の馬鹿力

鎮まれる斎の宮の杉深く

︵文音︶

月し鈴月し鈴月し鈴月し鈴月鈴月し鈴月

ハ神戸・白燕連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃冬木立﹄

濁声あげて寒鴉翔っ

もう一つ穴掘っている冬木立
かわたれの浅き流れに棹さして

摂津六郷明日は日和か

示し合せて宵を待つな︑︲り

裏からは妙に小暗き後︑旧

排卵剤も効かぬうそ寒

大心海も弥陀．の又の名

ナゥ木の葉髪研究室に閉じこもり

何やらん床しき香の立ちこめて
隠居ぐらしでいつまでもまめ

この春は花の盛りも二三日

うっらうっらと酔えば亀鳴く

昭和五十八年二月十三日首

昭和五十八年六月十日尾
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伝わりし琴柱も同一の影曳けり

早くも栗の落ちるご本家
いい言葉いつも別れ郭〃あとに湧き
お︲に崎峠唱戸の荒

十五の春に似合うそよ風

象嵌の櫛に落花のとどまれる

絆創膏にもかぶれ易くて
兄妹仏に瀝かれ神に凝り
逸れて流れる曲水の盃

喝暑く戸を立てられぬ人の口

野を耕すに蛙きている

袖ほつる配流 の誤まに沙汰もなく

手網とり

たも

単刀直入婚申し込む

ゥ鶏頭に太めの馬の勇み立ち

Z−O

圭屋﹄

止爾止夫爾青夫止青爾止夫爾青夫止青爾

八神戸・白燕連句会ｌその三Ｖ

歌仙﹃冬﹃

冬霞日々新たとは言えぬなり

枯芦ばかり目立つ川舟

石山の石を頼りに住みつきて

烏の声あり風の声あり
風狂の遊び高じて月の客

蓑を這出る蓑虫の顔

ナォ訪ねくる人もあるらん菜種梅雨夫

写経の筆のにじむ墨色冑

ことづての手紙は旅の荷の中に止

寒の椿の紅へ吹く笛夫

師弟の愛を越えるあたわず爾
魂のぬけがらとして岬まで胄

篝燃え明日落城の息白く爾
悲史よみがえる碑の中止

歳月や黒木の橋も架け替り夫

派出所にある村の新地図青
横書の表札ふえる居待月止

聖ミカエルと祷るコスモス爾

物売の声遠ざかりゆく夫

アゥ秋雨に濡れてきららの石畳青

色町の昼のひととき薄曇り爾
着せ終りたる春のマネキン止

虻の羽音の残る耳もと青

椅子ひとつ仕舞い忘れし花の下夫

醍岬唖什皿蓉垂朋十毛串壼︵文音︶
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軍

ウー村が頼る吊橋秋深む
かれの草蛙でさがす嫁っこ

色合も柄も自由な学生街

バトントワラＩ軽き夕暮
訳もなく高鳴る胸をしずめかね

同じ顔してこけし生まるる
思い出は遠きにありて夏の月

水を離れて權の滴り

老いぬれば一途に網を繕うて

紋白蝶の光りつつ舞う

鼓打って都は花の盛りなり

灯を溢れしむ春の盃

佐不禾信
紀可

八西尾・白桃連句会ｖ

歌仙﹃生まれ出でし﹄

生まれ出でし冬の熟女や奈落より

吾朗

慎一

宮下太郎捌

師走銀座の地下を寝ぐらに

栄子

五口

つる女

力士の正座初めての景

しげと

夜学に行くと自転車を出し

千世
正之
泉渓

筆まめに来る故郷だよりちらと見て

白萩の月うけとめる海の庭

ソフィー選びし深渕の道

隆一

由文
太郎

ジョギング中に富士を眺める

ゥ泥棒の古き映画に瞳は溶けて
炉開きやみめうるわしき亭主どの

風強き校舎の陰に猫の啼き
貝の化石の揺るる理科室

ヨシエ

郁子

一尿十化

五口

陽炎の燃える鉄路のまつ先の地平

三郎
基純

いぬふぐり咲く運河のほとり

月が汗してぶらさがって
入いきれ板子一枚綱渡り
無限の落下夢をみている
花見来て子育て話長々と

ナォ行く春のひとり静というお菓子トンブ

コネを使って探す就職吾

四つ足の人人の絵に佇っ瓢郎

お母さん紙と鉛筆ちよ−だいね悠里

木枯を背に急ぐ家路か敏郎

新潟に角栄野坂の雪合戦吾

都会の虚飾寄り散りとん走和

おばあさん画廊の中で生き生きと裕子

愛人バンクの社長は乙女吾

金・金・金昭和も末と思うべし太

一人旅立っ出征兵士吾

かぐや姫月をしたいて想う日々知子
刈り遅れたる田に雨の降るよしお
ナゥ杉の実や峡の駅長老い易し朗笛

隣の部屋に笑い声して凍泉坊

留守番をお願いします犬のポチ好美

初つばめまたＵターンせん太

ダムに沈む村に明るき花の古樹吾

︵齢・銀座地球堂ギャラリー︶

昭和五十八年十二月一日首
昭和五十八年十二月十日尾

．I57

関川竹四捌

倶ノノ泊和佑風美風和泊竹倶子陽子子四白
信

八八戸・八戸俳譜倶楽部ｖ

歌仙﹃春暁﹄
春暁の野の井にひとつ星を汲む

遠山寺のかすむ鐘の音

酒買ひに出でたる里の朧にて

子を先立てて橋渡りけり
友と夜長を語り明かせり

人事異動で紙上賑はす白妙女

ナォ誘拐の縄をほどきて山笑ふたっを

後を慕ひて矢切の渡し倶

しなやかに障子をくぐる恋の猫和

風船の蛸が鉢巻して逃げる風

番傘借りて宵の町ゆく白

富士の裾野に夏の霧湧き佑
籠枕筑波万博たのしみにた

万華鏡のぞくふたりの肩触れて佑

夜寒の馬の壁を蹴る音泊

人肌の酒差しつ差されつ吐雲
残月にシルクロードの砂嵐倶

ナゥ街角にたうもろこしを焼く匂ひ竹

大渦潮に浮く桜鯛佑

くるくる変る電光ニュース和
米空母原潜に腹くすぐられ風

遠ち近ちに見ゆ春田打つ人吐

西行の終の庵の花曇倶

︵船・池田風信子宅︶

昭和五十九年三月二十四日首尾
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湯の宿の屋根よりのぼる月の光ゲ

ゥ杉の秀に風の色なき五十鈴川

箸迷はせて旅の気易さ

ふところに恋文そっと忍ばせて

ナース詰所の噂とりどり
鍛冶町が二丁目となる城下町

屋号の入りし酒倉の軒

月浴びて影踏みをする露地の子ら

モンペの僧の落葉焚きをり
物売りの声の消えゆく秋の空

同じ輩の今は勘く

歩くより遅きジョギング朝ざくら

夫は出勤妻は春眠

佑 風 泊 和 倶 竹 桜

雪渓忌を修す

八松本・花野連句会ｌその一Ｖ

脇起
脇
起歌
歌仙仙﹃みすぎ刈る﹄
小出きよみ捌

みすゴ刈る信濃野は枯れ桑も枯れ雪渓仏

輝の手で野良着繕ひ英子

板襖鼠のあけし穴ならむ澄
疾走バイク通り過ぎ行き絹子

月満ちて夜学教師の戻り路真木子

甕にぞくぞく鈴虫生れしずか

ワ桐一葉肩に落ちけり地鎮祭久奈
初めてのボーイフレンド来るといふ真

厨の母の樺前掛澄

一ヨールあやつる歳月駆け去りてきよみ

姉とわたくし恋の鞘当絹

ギ

雨降るセーヌ舟の溜り場澄
風涼し無月の空に鐘ひびき絹

縁台将棋岡目八目澄

映画ハネ人の流れのあちこちに〃

酔漢落ちて弥次馬の川まこと
玄関のかまちに花の二三片か

春雨傘と思ひつつさすみ

髭剃りあとの青き頤と

ナォ初午の幟畳むも彼の役澄

木刀に荒れる学園ガラス割れ〃
娼婦マリアの熱きくちづけみ

七十五日経てば噂も消えゆきて澄

冬菜ついばむ小鳥きてをりか
六地蔵赤い帽子を眼深にし澄

エンプラに核が無いとは笑止なり〃

頭叩かるポリス人形と

木の香新しコーヒーの店か

町角のポストの真上月のぼり澄

ふるさとは今露霜の頃み

ナガ妖怪の木葉髪振り笑ひけり澄

紙芝居屋は自転車で来るみ
鉄屑に古紙ポロ布貸倉庫澄

胸ポケットから煙草とり出しと
枝垂れ咲く花の根元の黄泉の国み

昭和五十八年三月九日首尾︵鯵．きよみ居︶

白磁の壺に春の夕焼か
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八松本・花野連句会ｌその二Ｖ

真き
澄木よ
奈澄奈ノノ真奈澄真み澄真み澄真み子み

﹁連句﹂発刊を祝ふ

小出きよみ捌

歌 仙 望 月 山河﹄

よちよち歩く軽鴨の子ども等

青山河道は東かへ
東へと
る
鍋釜薬罐今日は磨く日

一円玉を笑ふなと爺み

ナォ唐草の門扉出入りの蝶二つ澄

益子の小鉢葱味噌を盛り真

大正のリベラリストは明治びと〃

迷子犬探す貼紙壁にあり奈

修学旅行の男女酒盛り奈

胸を病みつつ優曇華を見っ澄
つよひ
待ま宵
草にうすき煙の浅間山真

長者番付長寿番付真

名刹の鐘の鳴り出す頃にして澄

雑茸を掛け低き家並真

月渡る島より島へゆるゆるとみ

ナゥそぞろ寒文句を言はい夫六十路奈

宅急便に走る列島真

終りよければ全てよしとて澄
芭蕉真実曽良は事実の旅衣み

貝殼を拾ひし手もて花散らすみ

百千烏来て調べたのしき奈

︵齢・長野ソーマ事務所︶

昭和五十八年七月五日首尾
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休憩の野球選手の近く来て

月光を集めて置きし客座敷
さだめ

文箱の蒔絵秋の七草

服払ひあふ校庭の隅

ゥ穴まどひくれる運命にくねりつつ

蹴とばす石を跳ね返す塀

映画見てディスコで踊りそれっきり

サラ金の利息の上に利息つき
道化の因子シェークスピアに

巣淋し烏居はさみし

月のぼる瀬戸内海の蜜柑山

非行少年少女激増

枡酒の表面張力顔寄せて

花霞橋から橋まで屋台店
春袷着てミサに加はる

久

八松本・花野連句会ｌその一一一Ｖ

久女句碑除幕を祝ぐ

歌 仙 罵﹃蝶の久女﹄
小出きよみ捌

夏の雨蝶の久女の来りけり
濡れてさゆるる崖の青萩
真木子

澄

きよみ

久奈

廊にころがす出来すぎ野菜

のろのろとラッシュの車続きゐて

真

しずか

晃

まこと

眠る子の月の光に守らるる
秋の団扇の少しやぶれて

鳶色の髪やはらかく舞ひ

ワ穂芒の原に入りゆく画家のあり

と

奉示

澄

澄

適齢期とは死ぬまでのこと

クールにもクリスタルにもなれぬ娘よ

ゼンマイ時計とまりたるまま

カーテンが朝日をゆらすセザンヌや
うぷすな

か

炭屋深々炭俵積み

真

奉示

真

産土神にお礼参りの冬満月
何にでも顔出したがる町会長
すぐ湿けやすき磯部せんべい

澄

″

一男一女風船を持ち

城山に鳶の遠音や花吹雪

ナォ麗かや用足しに出て用忘れ奈

見事なるかな改築の出来と
酒好きの仏に酒を進ぜよとみ

突風来り窓を榑ちつっ奈

蟹達は穴に向ひて大急ぎと
夜這星出て夏の風邪ひきみ

涙して羽根の枕を抱き寝する奈

前肢に頤載せる犬ゐてみ

本に恋して女人知らざりと
男あり想ひは西に身は東弘明

生涯の夢果す年寄み

コスモスの影のゆらげる夕月に奈
夜学の授業テ 一ス採り入れと
ナゥ爽やかや天の橋立股のぞき明

妖怪の名をマスコミといふと

此の頃は﹁おしん﹂ばやりの明け暮れで奈

春の虹架くふるさとの景み

手紙よりはらりと落ちし花一輪明

昭和五十八年八月三日首

︵齢・長野ソーマ事務所︶

昭和五十八年八月十七日尾
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部﹄

鈴木春山洞捌

秋 百 春
壺山

八松山・芭流朱連句会ｌその一Ｖ

歌仙曼叩

ビルの林に湧く雲の峰

語り部とならん心や原爆忌
海からの風来る汽車の窓辺にて

男の子吹く竪て笛を聞く

月光に佇む影の長々と
白萩乱れ咲ける庭なり

ゥ踊の輪次第次第に広がりぬ

笠傾けし乙女柔肌

笑ふ眼も八重歯もちらとこぼれゐて

漣のたつ湖の面なり

曳く手に繊き手のからみゐる
恥らひの闇ひろがりし静かさに

月凍る道を頼義落ちのびぬ
香くゆらしし尼の冬の夜

新幹線で日本縦断

独酌をうつらうっらと楽しみて

朧の中を音吐朗々

花万朶百畳敷の大伽藍

すいよく

さより

ナォ水中翼船の水尾に針魚の飛ぶ見えて百

旅の疲れのどっと出でたり洞
躁の円くやさしき人なりき無染

弁柄塗りの格子戸の露地百

蒼尤を焼きし匂ひのただよへる洞

蛸の酢物で軽く一杯染
爪弾きにつれて端唄の流れそめ百
膝枕して耳掃除など水

起請文書き散らしたる仲深く染

秋立つ気配忍び寄りたる洞

さいはての駅にかかりし三日の月染

古書緒けば蟷螂のきて百

ナゥいつの間に消えて行きしか不知火は水

羽根ペン使ひ訳詩綴りぬ洞

鍛帳降りし喝采の渦百

美はしのマルガレーテに憧れて染

茜の空に錐の翔びゆく染

花吟じ天下憂ふる志士となり水

昭和五十八年八月二十三日首尾︵齢・百壺庵邸︶
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り

水洞百水洞百洞水洞百水洞百水百洞庵洞

初﹂

鈴木春山洞捌

夜洞夜洞夜洞夜洞夜洞夜洞夜洞夜洞子洞

ナォ壺焼の栄螺の角をいとほしみ

姉はちち似で妹ははは似
中ひとりゐる男の児色白く

父祖代々の能役者なり

枯山水へ降る玉霞

金沢へ下る旅路のふぐと汁

唇奪ひレイプもどきに

袖垣の揺るるほどなる地震ありて

洞夜洞夜洞夜洞夜洞夜洞〃夜洞夜洞夜洞

八松山・芭流朱連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃謡
小鼓は師の打たれけり謡初

耕人のゐる西方の畑

目に映りゐる天井の染み

ことのあと問はず語りに恋儀悔

風津浪来し港町なり

満月の入江稗めく泊り船

ナヴ背を曲げて落穂拾ひの黙々と

老の気配の兆す妻とも
六段の調べ終りし琴の爪
錦の褥︑造りおりたる
神鳰の声の幽けく花の奥
忘れふらここ庭灰暗く

昭和五十八年二月十七日満尾︵文音︶
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ほのぼのと受く屠蘇の盃
霞みたる峰紫に遠くして

鱒踞石の棗形なる

広縁に朧の月をながめけり

そも馴れそめは聞香節会

ゥ寺からの使ひの急ぐ返事かき

祭嗽子の笛の音はろか

短桑の灯のゆらぐ時手を握り

刺し残したる刺子刺しつぐ

避暑の宿人出はらひし静かさに

秋の袷に黄八丈着て

月光を新内流し聞こえきい
ラッシュアワーの電車見送る

文化の日画展書展と重りっ

格子戸もるる雛の雪洞

はらはらと花散りかかる鑿

津春
夜山

Ｊ

てのひらに一月が光の降り来るよ

ノ勺烏 天 狗 も 木 葉 天 狗 も

ｈ足早にぬける門前町となり

ｉ

奥の細道とびとびの旅

鉤・糠漬に裏の畠の瓜なすび

訂月の端居に送るそよ風

イー不治 と い ふ 蒜 も な だ め な だ め つ つ

イアラーの神よ爆弾はいや

後朝の闇Ｉの黒髪身まとひて

艦少年少女背丈すらりと

ヴゥ勝ちぬきの角力のまはし美しく

新酒携へ訪ね来たりし

︽広々と野のひろがりにけり

ｒ釘〃川千鳥鳴く音もへ割り聞きなして

鍬時雨Ｉるるや真行草の石畳
４１夜咄更けてあつあっの粥

歌仙﹁時雨るるや﹄

八松山・芭流朱連句会Ｉその三Ｖ

/
‑
ゾ

Ｉ音楽は今春の祭典

ｆ枝もせに花たわわなりうづ桜

っＩ布︲ンフルエンザはやる此の頃

︲卜もうすこしこはがらないでそばに来て

残業の焔小１割Ｉく鋤き

館︶

昭和五十八年十一月十八日首日
尾尾 ︵ 齢 ・ 俳 句 文 学

脚り
ｈⅡ耳を傾け遠き噂り

何花の昼シチューの焦ぐる匂ひして

匂登惜礼に陽炎のたつ

卿吟ゥしみじみと年はとりたくなきものぞ

ｉ

時雅
個叫ォ原稿の桝をうめつつ借
目借時
を
侭いやな野郎が欠伸して
をりり 彦
凧
す
っ上二の酉まである年よ
凧す
の
頃人
洞
﹄来て彦
九
○雅
一バスト九○ウエスト
九○
か
山俳下町の玉三郎と声き
かせせ 洞
割 夕顔棚にさっと〆
夕立立 人
て
で雅
琴何に骸くおかまこ ろ ぎ 洞
け
り人
ｆ鹿の声月中天にかかり
けり
山
︒︸勺白鳳の世の双塔
の影影 洞
︶のぞ彦
ま
る
雅
７Ｊまた解散の修羅が始
まる
つ
子洞
砿博覧会景気にわける浪速
っ
子
に
つ
人
して雅

ほ立

修逼

春明時春

彦人雅洞人彦洞雅彦人雅洞人彦洞雅彦人
山

彦

〃
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』

洞お洞お洞お洞お洞お洞お洞お洞お洞お

一﹂

ナォ春蚕掃く姉のやつれをいとほしみ

あかり窓から見える楢山
札所寺詠歌搦々流れてきて
相場師なりし昔ちらりと

中也詩集は背嚢の中

黒色のソフト眼深くかぶりなし

︾﹂

お洞お洞お洞お洞お洞お洞お洞お洞お洞

八松山・芭流朱連句会ｌその四Ｖ

歌仙﹁白き桔梗﹂

げは
月光か美
しき村うつす水

立秋の白き桔梗よ昏れ残る

ぐにの町では葭寶だす頃

ドラム罐露天ぶろなり夕焼す

消しゴムほどの淡き昼月

セルを着る乙女の胸のふくらみて

アセチレン瓦斯灯べたら市に立つ

石榴一穎をふところにして

ナゥ漆掻き娘が呼びに来る急ぎ事
ダックスフントの狩の巧者に

追ひつめし穴のあなぐま仔連れなり

ほがらほがらと空ひろふ神

湖に散りゆく花の輝きて

昭和五十八年八月九日満尾

疲れを知らぬ吾児の鍬篭
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かなかなの回転扉出でし身に
街路樹わたる風に吹かるる

夏を霞める海に原潜

帰省子の夢の話に飛行船
ワしあはせの朝のパイプの火つきよく

ウインク返すエプロンの妻
三十年経ちても時に少女めき

川の魚ナを旅で追ひかけ
きのふまで宰相なりしを断罪す

号外売りの鈴の忙しき

白鳥はホテルの池に東てて月

癌病棟の庭を行く影

ねぢ巻き屋ねぢ巻きをるはゆるゆると

万里の長城のびきりし鶏
花の下旅の絵葉書手から手へ

木の芽田楽夜咄の席

春と
山し

重松冬楊捌

蛍居楊月峰蛍居楊月峰蛍居楊月峰子居楊

八松山・東松山連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃東風晴﹄
与力松稚き二世や東風晴る参

卒業写真に並ぶ学童

ひねもすを琴の音響く長閑にて

唐詩選手に拾ひ読みする

ビルかとまがふ飛行機の中月

ナォゴールデンウィークの留守はごろ寝に峰

片々下駄で莊然と居り居

思ひきや出羽に津波の襲ひ来し楊

雪かきにシャベル重たう振り上げて蛍

中年夫婦のたまに喧嘩も楊

スキーの客も中にまじれる峰
ひっそりと柱にか塾る非常燈月

よそ目にはおみき徳利と噂され居

鎮守の杜のおどるはびこる蛍
雲を出てはや雲に入る月速く峰
箸にまるびし栗のきんとん月

ナゥ看病の疲れに虫もほそりっ塾楊
あちらこちらに噴ける温泉煙居

山頭火好みし街に残る句碑蛍
よき日えらびて胸像の幕峰

撒き餌する池に散りつぐ花筏月

先に翔ちまた後に蝶たつ楊

醍輌面粁恥斡拒朋一ヨ私印露︵文音︶
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ベランダへ出れば折しも昇る月

埋立つ湾に秋潮の寄せ

ゥ早出しの蜜柑のハウス広々と
嫁さんやあいと捜してみれど

職場からデート約束する電話

開けっ放しの蛇口漏る水
塀の外は新築の家建ち並ぶ

長者番付載れる新聞

月涼しビール岬れば尚涼し
谷をへだてシほと蔓ぎすき騨

弥勒仏半珈の思惟の匂はしく

遊具整ふ学ぴ舎の庭

手を つ な ぎ 輪 を ひ ろ げ ゆ く 花 ざ か り

春のコートに軽う足取

畦墨蛍伸冬

八松山・東松山連句会ｌその二Ｖ

歌仙星ロ
太筆に畳目見ゆる吉書かな

双鵺舞へる幅の新年

松原は千里春潮あそばせて

聿匡

渡部伸居捌

看とる病人寝息乱しぬ蛍

ナォ奥座敷衣桁の衣に東風入りて月

草掴む思ひのすゑの神頼み居

雪の梢に旭眩しく峰

冬の鴫電線に来て上きげん楊
旅行プランに開く地図帳蛍

酔ひ痴れてもつれ話のなほもつれ月

悟気の末のあらぬ濡れ衣居

命運の分かれとなりしすれ違ひ楊
自動車事故のニュース頻りに峰

前掛けの色槌せ月の辻地蔵蛍
新米俵ひょいと差し揚げ月

ナゥ忙しく秋を収めて草相撲居

飢うるアフリカひと事ならず峰
軍拡の止め途もあらぬ巨大国楊

岩戸景気は一ト昔前月

水面のどかに緋鯉寄りくる蛍

憂きことは総て忘れて花に呆け居

蹄緬亜什邸蓉に明三井菫叩牽︵文音︶
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風船はなれ泣き出す子なり

行く人の姿朧に宵の月
柱時計は秒きざみゐる

ゥ卓上の割盆に載る茶筒など

泊り客には多き新婚

見渡す限り青葉そよぎて

肩のごみ払ふしぐさも板につき

瀧音の轟き破る時烏

今牛若の木太刀鋭く

風炉の名残に香を選びし

月澄める高殿御簾を溌げられ

筧つなぎて鶏水を引く

かなかなを間近に聞かす峡四五戸

卒業式はよき日和なり

朝の顔あぐれば空に満つる花

畦蛍墨冬伸

峰楊居月蛍峰楊居月蛍峰楊居月子峰楊居

蛍楊月居峰蛍楊月居峰蛍楊月居峰子楊月

八松山・東松山連句会ｌその三Ｖ

中須賀畦月捌

歌仙﹁炎天や﹄

夏帽広う冠るわかうど

炎天や砂丘の果ァの海胄く

田舎の味が評判の店

ナォ目鬘のおどけ足どりうららかに居

興の乗り来し宴会の席峰
エレベーター東京タワーを昇降し楊
池の面映す空の広さよ月
時烏鳴いて山々時ちぬ蛍

石工われ痩せ夏を病みゐる居
五葉鉢丹精こめて育てあげ峰

柱時計は止まりしままに蛍

道後で一の美妓をむかへて楊
べたぼれに親の意見も上の空月

在祭とて鉦太鼓打つ居

月高し火を噴きあぐる赤き尾根峰

叙勲の沙汰に届く水引月

ナゥとめどなき新酒の酔にゐる詩人楊

はやる心を杖にあづけて峰

雨風のやみて船出の古稀の旅蛍

散り初むる花の園生を俳個り居
もぐさも売れる棚ののどけし楊

醗禰垂拝恥辱十聿朋垂申藷︵文音︶
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乗りごこちよき自動車を走らせて

月の座に宗匠の軸かかりをり
手繰れる縄に鳴子からから
浮名のたちし後家となりたる

ゥ農の秋ボランチイアに児をあづけ

来賓室の博多人形

薄化粧なれども色香自づから

太平洋に散れる島々

うたはるるコミュニケーション世界年

轍の跡に雪ふかぶかと

白き息吐きつつ月を仰ぎ見て

情和源氏の系図尊く

僧坊の朝座夕座に憐怠なく

東進の車窓に古き関の花
写生する児に蝶の戯れ

伸墨蛍冬畦

八東京・松喜久会ｖ

歌仙﹃蝉時雨﹄
蝉時雨聴くや今年も愛宕山

汗もかかずに登る階段

おほどかに時節ひた待つ心にて

未ださめざる青春の幻櫟

ナォ孫連れて多摩のは河
原に草摘みに泉
る

晴耕雨読これぞ生き甲斐泉

マイコンとロボットの世に我無用刀

けものみちゆく二人愉しく刀

夏山を登りて脚の衰へず櫟

懐しの暖簾とりだし夢模様喜久女
かぽそき襟にベーゼときめき櫟

初恋の乙女は巴里育ちにて泉
メトロの匂ひしみし手袋刀

秋海業に日照雨そぼ降る泉

見上ぐればそ
雲ぱ間
に掛かる後の月櫟
へ

鬼火も燃える崖の遠近櫟

ナゥおどろきし南蛮寺に残る虫刀

目論見につぐお目
論見の人なりき泉
とど

霞たな引く武蔵野の原泉

宇つ今塞

不沈の島と首相言ふなり刀
花の芽に気象占ふ美し国櫟

︵齢・大手町ビル芙蓉石油開発本社︶

昭和五十七年九月三日首
昭和五十八年三月四日尾
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試みにひくおみくじは吉
ワンハーフ了りて仰ぐ望の月

秋の灯の下縁に爪弾く

ゥ手踊りや祭の稽古賑かに
幼な馴染と語り明かして
狛の犬忍ぶ逢瀬を手引きする
かよひ慣れたる道いそいそと
古書 展 で 目 当 て の も の を 手 に 入 れ て

能登風鎮で軸もしっとり
皎々と月冴える夜のひとり酒
墓参のあとに日向ぼこする
党内の和なければとて帰去来辞

アセアンの会日本素通り

満開の花の峠の便り聞き
身を寄せて住む村は麗らか

刀泉櫟

刀泉櫟刀泉櫟刀泉櫟刀泉櫟刀泉櫟禰渓郊

八松山・松山連句会ｌその一Ｖ

ナォあちぶらりこちらぶらぶら日の永き居

一畳庵へ今も人訪ふ松
里恋ひに山屏風なす四囲の景洞
打っ拍手に神意畏き雨
石鎚の雪の姿は七変化仙
床に鎮まり匂ふ寒藺泉

ゆっくりと眼鏡をた皇む夕心地紫
長々と燃え今華燭挙ぐ
李

不況に堪へる宇和海真珠可

ふたまはり年は連へど気にならず筍
可奈女

︵舩・二番町たにた︶

昭和五十八年三月二十七日首尾

花大樹湯築の城史語れかし泉
観光ガイド声もあたらか紫

居眠り和尚譽策一打仙

これはまあ寺苑に句碑が建ちすぎて雨

囲碁の最中捜呼びに来る洞

あかつきすでに紅葉煙ふ居

零戦の残骸留め月天心楊
冬楊
伸居
松花

漱石
黙泉
千紫
李花
筍子

永田黙泉捌

脇起歌仙﹃雲に入る﹄

別る皇や一烏啼いて雲に入る

波ものどかに浮かぶ島々
春暁の温泉渡々湧き出でて
市内電車に身を揺られっ皇
織機音に窓辺明るき背戸の月

散り葉掻き分け探す松茸
ゥ今年酒池の堤にとゴけられ

彼女に渡す家苞の折

やうゃくに心の内を知りも得て

ナゥ聞き澄ます静寂に鳴ける法師蝉松

腰紐ほ解き梁に懸けたり

春山洞

目に写る晴彦翁の左馬

アマゾン下る夜の船旅

紫

泉

静雨
泰仙

蒙古斑へも振る天瓜粉

李

水浴びし全裸のまシに月仰ぐ

非行少年ニュースゆるがす

試験管ベビーがやがて生るとか

楊

可

筍

山中の分教場を包む花

また路の辺に蝸糾の太りぬ
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洞螢筍月居楊泉女雨花杖洞子子月居楊泉

流鏑馬に沸く社神さび

十才山覆ふ霞のベール淡く濃く

電話で祝ふ孫の誕生

またしても痛む虫歯をこらへかれ

魔性と聞くも虎落笛なり

枕辺におもちゃロボット東て塗ゐる

しのぶ睦言いと恥かしぐ

田を売ってやっと手に入れ学士号

雨に濡れゐる軒の干し物

後朝のダブルベッドをしり目にし

園児ら連れて椎の実拾ひ

札所寺月の光と磑登る

トンネルエ事つひに完通

ナゥひそやかな紙漉きの里雁渡り
たけ

空飛ぶ夢の中の芳香

偉人ちやん救出されて﹁ボクパーマと

花筏伊予の京都を流しゆき
のどけき島へ豪華船消ゆ

昭和五十八年十二月十八日首尾︵舵・梅之家︶

居楊泉可雨李杖洞螢月筍居楊泉可雨李杖

八松山・松山連句会ｌその二Ｖ

永田黙泉捌

可静李御春螢筍畦伸冬黙

歌仙﹃燗熱し﹄
逢へば即百年の知己燗熱し
くわっと日の射す庭の初雪

分譲の気球を高く浮ばせて

心に描く新居さまざま

湯の町を静かにのぼる窓の月

から
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〃

秋の袷のしつけ解きゐる
ゥ踊りの輪崩れ量音ざわめきい

すれちがひざま染まる両頬
内緒 で も そ っ と リ ン グ を は め て を り

喫煙室に煙渦巻く

﹁幸福の駅﹂の名尋ね旅さ中

未来占ふ今日投票日

絵達磨の瞳に映ゆる月涼し
板戸を這へる蟠蟻のみち
四辻でひょいと泥水散らされて

息をこらして一喜一憂

花衣重たき帯を締めながら
ぱたばたばたと孕み雀飛ぶ

奈 山

八松山・松山連句教室ｌその一Ｖ

歌仙﹃蔵王堂﹄
蔵王堂暗く秋森突くごとし

無月の宵を謡ふ猩々
一対の瓢の紐は紫に

松永静雨捌

静雨
弥生
光子
千津子

音八
絹恵

ゆらりゆらりと揺るる吊橋
住み古りし河鹿の里は峡深く

よよと参りし流し素麺

きく代

四月
御杖
和恵

生

美智恵

ゥ母の忌にうからやからの打ち集ひ

長き土塀に残る落書

今もなほ三津の朝市賑はひて
漁師の恋はあからさまなる

意外な程に効きし鰭酒

暹しき胸に抱かれてむせび泣き

絹

美

光

︐別に乗る津和野観光

和

鉄塔に下弦の月の冴えわたり

悠々と流れに浮かぶ鯉の群
贄をつくせる広き庭いち

美

生

孫と仔猫のじやれる長閑さ

稿成りし日の安らぎに花舞ひて

ナォ物売りの次から次に暖かく八

見渡す限り宅地造成月

世間気にする彼の両親月

脱サラも不況の波に巻きこまれ光

冷えし焼酎ぐっと飲み干す生

ままならぬ逢瀬せつなくほほえみて杖

レーガン招く日の出山荘美

床の間の陶の布袋はふくよかに絹

野球帽かぶりおどける令夫人杖

終の栖をかこむ虫の音月

快気祝ひに集ふ誰かれ静子
月は今海は鏡の如くにて紫星

ナゥ榿をしぼる厨に香の満てる絹
呆けのはじめか足がふらつく静

虎落笛仰ぐ盲の白き杖美

幹十手朋十峠叩蕾︵舵・松山市民会館︶

もっと高くとこぎしふらここ杖

スクランブルといへる信号光
すぐそこの小公園は花日和八

蹄輌型什
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八松山・松山連句教室ｌその二Ｖ

歌仙﹃銀杏降れ﹄

銀杏降れ人に生死のあるかぎり

ひときは高く猛る冬鵤
日曜は校門堅く閉されて
ケーキ作りに集ふ子供等
カセットを囲み月の出待ちあぐね

木犀薫る一陣の風

ゥ癒えおそき父を看とりっ蕎麦を挽き

婚期を過ぎし事も佗びしく
お向ひの且那の視線気になりて

新調したる薄きカーテン

松永静雨捌

静雨
弥生
光子
友江
絹恵
御杖
四月
美満子

公子
音八

八

千津子

美智恵

心落ちつく軒の風鈴

美

護送車は色も変りてコーヒー色

戦友と思ひ出語る夏の月

星

生

摩文仁が丘は去りがたき丘

巨き船水平線へ消え行きて
地酒の酔に足がふらつく

光

絹

散る花は散るにまかせて旅果てず

綿雲白く浮かぶのどけさ

ナォ若駒を追ふアマチュアのカメラマン月

評判たかき個展会場杖

古寺の胡粉はげたる仁王像きぐ代

祇園小唄はなつかしきかな生

なにかと言へぱ涙ぐむ癖満

湯豆腐を仲良くつつきあどけなく絹

お百度石が傾ぐ産土神月

ふらふらと裾を乱せる物狂ひ生

湖に消えゆく小牡鹿の声満

山々は松喰ひ虫に荒らされて絹

難に匂ふ黄菊白菊千

藁を打つ手元明るき今日の月美

蜜豆すぐふさじは銀色杖

ナゥくるひなく軌道に乗りし﹁ゆり２号﹂光

用件のみを記す絵葉書紫星

廻りゆく木馬の子等を目で追ひつ生

琴の音響く陽炎のなか美

花満ちしサクラメントは姉妹都市光

蹄岬型什恥斡什二即一汁壮朋密︵膝・松山市民会館︶

−173−

素雀潔目泣目久目素雀泣子泣目子雀蕉

八東京・麿尼絵連句会ｖ

星野石雀捌

脇起歌仙﹃幸ヨ﹄
酒飲めばいとど寝られぬ夜の雪

添水の音も凍る三更

外濠の陽に留鳥のかたまりて
ウオークマンが旅の道連れ

帝釈天へ孫つれてゆく泣

ナォシヵゴから句槁のとどく月初め雀

借景をブルドーザーが削りかけ目

相場欄見て沈思黙考潔

ひとよ

ゆらゅらと一生は夢の雪見舟雀

マゾのはじめは母のスパンク目

願ひの筋は酒断ちてこそ素
乳と血と椴子の衾暗い部屋雀

綿絵角力の腕に彫り物素

有明のせつなき咳を二度三度久

伝言板に書く一行詩潔

渋柿を今年は早く携ぎ取りて泣

重信が逝き草田男が逝き雀

ナゥ埒もなく水狂言へ通ひつめ目

ひとりゐの回り灯篭に灯を入れて素

︵膝・鶴見潔邸︶

競技場からあがる風船潔

タピストリーの魚もまどろむ久
あかときの舟唄を聴く花屋敷素

昭和五十八年十一月二十七日満尾
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坂越えるまで空缶を蹴りつづけ

月に向かって打てと教へし
ゥ時限爆弾残暑の刻をきざみをり

ぽっくり寺の田を荒す猪
山で湧く雲は海辺でくづれっっ

園遊会に合はす日程

女学生うそうそどきを跳ねまはり

菊人形の巴板額

角店のさんざめきたる薄月夜

長芋掘りし日は宵寝して
礼服を新調せしが選に洩れ
目借時とてまた使はれる
若き日はくれなゐ燃ゆる岡の花

春の雨降る瀬田の唐橋

久獺魚素石芭
美 の 潔

八東京・谷中連句会ｖ

歌仙

二一社祭﹄

恥Ⅲ大山盛りにかき氷御薗Ｊ割

焔六尺の白いさぎょし三社祭
〃骸ねじばなのねじれ咲き立つ芝生にて
︑︑︲１１︲１ｌＩＩｌｌＩＩＩＩ１ＪＩｌｌ１１ｌ●１１１１︐・︲０

﹂次々生まる欧風の家

宮下太郎捌

乃
吋入学は新校舎なる丘の上太
一
勺Ｉガクラン長く髭は八の字翠

舗ゴピの砂漠に沈む日輪翠

樹十畳間写真の中
に語る父雅
Ｉ

ｌ

跡ノ西の厨にしばし涼風宏子

︑ゞ素描には平山画伯のサインあり真

秒Ｉうりざね顔で売れ残り居る善治郎

虻夕べ来て岐阜提灯のほのかにも之

〆ひょっとした縁でまとまるおかしさに真

７近松ゑがく女さまざま翠

砕泉水に調い卿をうつす吐月峰之

八Ｍ芋をまぜたる茸汁よし善

ナゥ枕製珂元鼓にあはせ手足ふる容子

盆の時計のや︑けにきらめき翠
獄舎にて三十余年すごせしに真

拝Ｍ幹琿朋一汁一へ申窪︵舩・谷中︑朝倉彫塑館︶

そのまま雨となりてゆく春太

磯〃雛人形の眉はりりしく雅
花見舟急流下る棹さばき之

蹄輌
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〃︾州夕月に湯上りの肌さっぱりと

刊鵠倒阿ｎ尾のリズミカルなる
ゥ水草紅葉近江の海を恋ひ渡り
︲詞︲団体は平均年令五十過ぎ

ィ妹を置きては帰るともなし

雑巨きな牛を触りほめ合ふ
淵抄風則鶏サイロの屋根にせはしなく

っｊ楢山節考またも大受け
獄７身じろぎをする木の枝の猿

Ｊが雪に雪がんじがらめに降りしきり
Ｉ

︷︲参院選落ちれば元の人ならず

棚リ地虫出づると言ひて昼酒
順︑
：復活祭の染め卵持ち

ノ
州︲ー花
の御所あとに烏丸おぽ鳥一印シ

み 雅 之 太 翠 真
づ
扶
砂

z
一
／

真み太翠之ゑノノ翠太翠真子翠太子郎雨女

八京都・落柿舎連句会ｌその一Ｖ

脇起歌仙﹃帰雁つなぐ﹄

雲井遙かに冴え返る空

帰雁 っ な ぐ い と か な 二 十 五 け ん ほ ど

絵師一人絵具を溶いて春窓に

母の小言も耳を素通る
島影に怒涛逆巻く月青し
花野に佇てば一刻の無我
涙ほろりと零す恋しさ

ワ山寺に風が連れくる里神楽

ステッキ磨くことも一趣味雀
笹酒を廻し飲みする塩屋跡″蓉

ナォ陽炎の遙かに見えて烏の舞ふ烏
炭崎博捌

昭和五十八年二月十五日首尾︵形・落柿舎次庵︶

なすこともなく暮れし永き日雀

その中に和装の佳人花の橋博

ステンドグラスの赤胄の冴え烏

独り居の小筆を含む夕心寿

心を後に去りし友輩雅

ナゥ城下町はずれの坂の秋時雨栄

月に貌あげて吠ゆ犬主失ひ雀
芦刈りてより湖の広がるふ

蜑部落から出でし関取蓉

さりげなく交す言葉はさりげなく烏

会へば別れの辛さなほさら博

眼瞑りて聞く琴の音に過ぎし日々寿

素焼の陶狸並ぶ道沿ひ栄
雪に埋れた父・母の墓雅

灯一つ見えても遠し冬木立ふ

博

去来翁

美智栄

二烏
朱雀
蓉子
ふき枝

博

雅子
寿子

雀

烏

後ろ髪ひく雨の灯火

手枕の癖れも楽し日もありて

マラソンのテープ切る顔莞爾

ラーメンを食べて四・五人散じける

蓉

栄

雅

命かそかに蟷螂の子

雲上の菩薩が在はす月涼し

風葬の跡訪れん宇治の里
煮つめてつくる赤き染料

博

寿

ふ

白毒しごく縁のうら塾か

小半刻座して憂き世の花の苑
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八京都・落柿舎連句会ｌその二Ｖ

脇起歌仙﹃涼しくも一
炭崎博捌

二烏

博

去来翁

夏霧流る来迎の峰

涼しくも野山にみつる念佛哉

午弁当互に菜を頒け合ひて

蓉子
美智栄

ふき枝

河岸を右手に落語舟ゆく
故郷の歌碑に佇む十三夜
木地師の祖父が直す鹿垣
ゥ湯の町の射的の店の梅擬
僅かな刻を惜しむ肩寄せ
遠き日の手紙の束にある思ひ

ナォ老夫婦立ち去り難げ御開帳雀

傷つく鳩の憐れ寄りくる博

女子乗せてスペースシャトル宙をゆく烏

一と言洩らし黙す占ひふ

蛇の衣こっそり夜半に出して見し蓉

仕掛花火の走るすばしさ栄
神水を父に届ける電話して寿

化粧はじめし新入ＯＬ組

いとせめて文を遣りたし遣り難し枝

孫たちのはや遠慮知る齢雀
髪塚に月の光りのあたる刻博

曼珠沙華咲く杣道の口ふ
ナゥ落柿舎の句座にさやけし床の軸烏
その作風に師の心見し枝

雲来たり雲去りゆくや寒の月

灰吹きの焼判うすく無名庵
全てが夢と悟るこのごろ

栄

蓉

ふ

烏

昭和五十八年六月二十一日首尾︵齢・落柿舎次

陽入れば閂おとす花の宮蓉
野遊び終へて戻る銀輪栄

裸灯に志士の生家の古るぱかり寿

大根洗ふ姥振り向かず

組

博

幻の湖北の謎の解けぬま皇

枝

緋組
寿子
朱雀
玉枝

関西弁のうまし外人

よく似し人と気にしっ舅過ぐ

苑更けてひとり燃えたつ花篝り

寿

庵︶

インドネシアの上げし衛星雀

床几うら塾に一服のお茶
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八句叩双葉女
今八西宮・連句かつらぎｌその一Ｖ

連句かつらぎ三十五周年記念叶ヅォサバンナの果ての大きな朝の虹美代子

歌仙﹃水を射て﹄７シャッターチャンス片目こらして泰子

泓／労顎々乎たり炎天の雲舂人

呼騨侭滅哺誌溌識荊Ⅷ崎綾蒔

Ｉ祖母のピアノのモザイクの艶丹花
陰Ⅲ水を射て沈むことなき草矢かな青畝緑へ留学の浩宮さまインタビュー時

岡本春人捌郷Ｖサイン高くタラップかろゃかに

１１

星女代

巾呼めいめいに新茶の茶碗運ばれて水都子

大蔵王堂修理成る秋穎

ゥ萩を刈りかつらぎ庵に封引釧謝刎叫時子↓借景の山に月代濃くなりて鹿

汁漁宮殿の庭刊雀遊くりフレンチキッスお帰りなさい
Ⅵ蛇家元の来られしお能月の宴無涯子司猿石の鼻の欠けたるていたらく星
Ｙ徹朱の房垂るる郡郭の籠草介ｆ三方正面活ける賀の菊無
汀

・ふるさとよりのカルカンの味由子

偽″︵思ひ出は遠し文がら燃やしつつリキヱ鰯ナゥ家計薄のつじつま合はす掘炬燵元

械あとつぎもなしと炭窯守る翁山崎綾子．〃真珠貝はぐくむ潮の透き通り泰

一

門川消すすべもなき恋の刺青須麻伽溢るる柚湯ひとりたのしむ西浦綾子

抑腓寒月かかる祖谷の吊橋早太税瑠璃の鱗の桜鯛にて麻

７Ｊ村を二つに割りし政争元子ゞ木の芽の雨に濡るる双塔太

確り馬子唄の鈴だんだんに近づきて西浦綾子ィ花筵五味八珍をひろげつつ多河史

いり凧の骨にと竹をさくなり胄穎

ドホテル︶

挿伽掌を重ね思惟したまへる地蔵尊且鹿昭和五十八年六月十八日首尾︵砂・宝塚グラン
柵ファッションのボロボロルック花盛克代

恢小・枝に烏の巣がしっかりと蓉子

‑178̲

季−3

八西宮・連句かつらぎｌその二Ｖ

歌仙﹃臥待の﹄
臥待の更待の月ひとり旅
ますほの芒なびく湖風
秋扇に記念の一句いただきて

岡本春人捌

春人
延子
時子

春山洞

草介
幾湖

水都子

口切ひかへ畳替する

眼鏡のくもり拭けど拭けども
はいゆ
窯出しの思ひもよらぬ灰釉なり

ゥいつの間か松風時雨音たてし

美代子
多河史

事はじめの妓髪をそろへて
ウインクのマスクの目もと誰ならん

都

山黛

由子
洞

″

介

九々生

洞

星女

思ひざしよと無理強ひをする
スクープをされたる隠しカメラなり

げんのしょうこの煮えたぎる音

蟇どさりどさりと月の下
ゆゅしき僧の在す北嶺

王義之の書にまみえたり息止めて

アメリカ土産填製の鱒

カラオケが傍若無人花盛り

砂吐き散らす皿の蛤

ナォ縫ひ上げを直す十三詣にて湖

幼ななじみの名取おひろめ時
執念の蛇となり渡る日高川星

片
肌ぬぎがニューモードなり生
くに

郷里を捨て義理人情の世すぎして代

鳶羽榑かず高く滑空黛

目うとく耳遠く歯はがたがたに史
見よう見まねで踊る手の振り介
歌仙巻く座に名月のさしこみて延

栗まだ冑し能勢の山道代

縞馬の縞あざやかに肥ゆる秋由

大喝采の手話の狂言生

〆縄を絢ふ大原女の里史

ナゥ枯れ果てて何れが芙蓉酔芙蓉時

琵琶抱いて平氏滅ぶるくだりなり都

四月馬鹿とて﹁まんじゅうこわい﹂と湖

ロケーションの松平健花堤星
春の炬燵にうとうととする延

︵齢・能勢簡易保険保養センター︶

昭和五十八年八月三十日首尾
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八西宮・連句かつらぎｌその一一一Ｖ

歌仙﹃息
﹃息災に﹄

碧玉光る龍の髻の間

息災に今日も茶の花日和かな

女子供が占める食堂

岡本春人捌

ナォ春宵の蘇鉄がくれの話声生

万年床に彼の匂ひが都

ミスかミセスか目引き袖引き人
ビタミンＥ胚芽の油欠かさずに生

無精髭白きがまじり日向ぽこ人

狐のだます川は深いぞ星
仇野の夕べは早し時雨来て人
暴走族の荒れ狂ふ夜半生
五丈原丞相病ひ篤き月星
土塀は崩れ成り年の柿都

酒も肴も自動販売星

金比羅の磑に一息紅葉見る生

ナゥ宿浴衣にゅつと毛脛をのぞかせて都

水芸太夫鬘のほつるる人
箪四十路に間ある未亡人生
毛並つやつや真黒の猫都

評判の菜飯田楽花見茶屋人
眠り足りたる朝の目覚よ星

昭和五十八年十一月二十八日首尾︵齢・春人居︶
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一服の莨の煙ゆらゆらと

猪垣のびし背戸の山裾

星消えて月中天にすさまじき

港々に待つ女あり

ゥ俵編む草介の手の大きさよ
びいどろの答ゆるる夜会にて

蛇の脱殻かかる滝壺

恋は思案の外と言ふなり
禅林の式台魚板三打せよ
あめ湯吹き吹きすする外人

月西にキャンプファイャー消されたり

単線の踏切鐘の鳴り出して

燕巣づくるしもた家の軒

憂さの晴れゆく赤のれんなり
魚の影ちらちら落花はらはらと

星都生星都人生星人都星人都生人女生子

春星九水
々都

岡本春人捌

川

正 緋 義 清 九 真 絹 梅 春 幾

梅嵐沙恵一生一子真絹一嵐生子女子人湖
沙 々 智

ハ西宮・連句かつらぎｌその四Ｖ

歌仙﹃大輪の﹄
大輪の白菊にほとむらさきが

庭の蜜柑の今が採り頃

夫婦鶴鳴き交はす息白々と

沙

ナォ日本語をちっとも言はいコマーシャル梅

下に下にとお国入りなり

デパートの愛想の悪きアルバイト

無茶苦茶の値の歳暮売出湖

肩あげをつけし四つ身のしめ祝恵
かつらの下に地毛ののぞける沙

三界に家なき女いのちなが生

ダンスパーティ足の乱るる光子

ビール干しシルバーグレＩこのもしき湖

愚痴繰り返し扇ばたばた光

桧皮葺の塔にかかりし今日の月恵

石の下よりすだく虫の音湖

ナゥ目かくしの一枚だけの秋すだれ光

青天の下リフトゆらゆら絹

ガラガラと廻しばなしの抽籔器嵐

積木のやうな家に草萌ゅ真
花衣すべらし脱ぎし青畳生

︵齢・清水幾湖居︶

田螺かくれぬ泥を舞ひ立て恵

昭和五十八年十二月十五日首尾
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お茶の作法は理にかなひたり

反橋に古式ゆかしぐ月の会
粟の穂ゆるる程の風出て
ゥ鴫の贄目玉大きく干乾くり

亀虎古墳に長き列出来

蜜豆に男性歌手の品さだめ

睦言長し蚊遣火の消え
月涼し恋路が浜に石拾ひ

テネシーワルッ草に寝て聞く

めったに吠えぬ玄関の犬

人生の七十年を仏彫る

留守番の奏づるピアノ暮れ遅し
佐保の流れに目高ちょろちょろ

花吹雪オープンカーの勝力士
選挙事務所のおにぎりの山

合

鍋﹄

阿片瓢郎捌

章春義望千章舂義望手章春子子子子子郷

合乗バイク突っぱしる道

ナォひろびろと学園都市の春の雨

玉三郎のうつくしき指

神妙に打掛姿伏目がち

病舎にひびく朝の聖鐘

まざまざと雪女ゆく夢なりし

予言占ひはづれやすくて

天災は忘れた頃にやって来し

︵文音︶

望義千章舂義望千章春義望千章舂義望千

八新座・連句研究会ｌその一Ｖ

脇起歌仙﹁猪

炭あかあかと炉を切りし部屋

猪鍋 の 話 の 端 の 漱 石 忌

時折通る舟の波なり

巨き錠掛け外は快晴

蔵で見し米酒代の覚え書

吊す旅着を揺らす秋風

昼月はあはし茂吉の記念館

過疎の村より便り届きて

ナゥ深き渓下りつ眺む紅葉なり

白人黒人入りまじりつつ

片蔭を行きて楽しむショッピング

画架に向ひて春を惜まん

ポトマック河畔の花の色濃くて

昭和五十八年二月七日首
昭和五十八年八月二日尾
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出湯さはに溢れ街騒遠くして

舞台装置に鳴かせ蝉

夜半の月椋梠の林にまんまるく

ゥ焼栗の匂ひただよふ駅の前
笑みつつ手挙ぐ彼の背高く

碧耳飾り糯子の絹ずれ

思ひ出はかの地かの時若かりし

世界平和は空廻りする

難民のニュースいたまし飢ゑし子等

浴衣の女幼な顔して

月中天ナイターの球四十五度

発掘すすむ平城宮趾

せせらぎの歌ふが如し野辺に出て

花時の前線日和定めなく
筑波嶺かすみ一翔もなき

義望千章春波
代

良洞井佐川楊洞津良六子美洞郎女女井楊

八新座・連句研究会ｌその一一Ｖ

野口里井捌

津良春瓠佐六里冬

歌仙﹃川波の﹄
川波の涼風充てり大広間
雨をふふめるあぢさゐの毬
ひっそりと小さき陶の翁にて

味のほどよき名物の菓子

ナォふらここのはげしき性をそのままに津

時にはひとり折紙を折る井

保育所に乳呑児あづけ稽古事良
丹の格子戸をもるる琴の音津
待ちかねし祇園祭の近づいて井
ネオンサインに火虫狂へる良

かみ

裏店に住みて働く髪固く津
書いて果敢なき代筆の文井

幻想といふ照明をする津

源氏説く講師三十そこそこに良

狐狸のたぐひの遊ぶ薄野良

月祀ることを忘れしにはあらで井

柳行李に詰めし弁当井

ナゥ遠くより杣の子が吹くひよんの笛津

スーパーにまとめ買ひする日曜日良

︵齢・芭蕉記念館︶

轌砿朋十一一一甲率︵後半文音︶

鳶の輪画く雪解けの空津
修復の大︲橋祝ふ花篝良
山が笑へば人も笑ふか津

蹄禰壺拝
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月ほそく錺の夜業はかどらず

耳をすませば茶立虫鳴く
ウジョギングの母子連れなる爽かに

少女の匂ひ羊のにほひ

くぢ

さりげなく婚前旅行すませたり

公団住宅義にはずれし

裏窓に漁火燃ゆる一つづつ
土石流とてサイレンの鳴る

凍空にくだくる星座月の影
師走となりし日めくりの位置

転任は有無を言はせぬ外国へ

免税の酒持てるだけ買ふ

漣に光ただよふ花筏

茶屋ののれんの捲るうららか

夜 山 和 花

丹﹂

阿片瓢郎捌

郎楊居郎楊居郎楊居郎楊居郎楊居郎楊舟

八新座・連句研究会ｌその三Ｖ

脇起歌仙﹃牡

筧の糸のかかる真清水

高欄の下を風吹く牡丹かな
棋譜を手にしっ盤に対せり

枝折戸の桟掛け忘れたるままに

朝媚の急に啼き止む

ナォすぐにすむ用長々とのどらかに居

石槌山の雲の万態楊

川沿ひの酒蔵樽の乾されゐて郎
キャッチボールの音研する居

母にも告げず髪形変へ郎

底抜けに明るき人の贈り物楊

居

大ひまはりの今日はじまりぬ楊

豆腐屋のお世辞嬉しく勘ねて見せ居

紋所天水桶へ垂るる蜘蛛郎
蝦虹梁に竜の浮き彫り居
秋風の駒飼葉ほしがる楊

両端のいよよ磨かれ蒼き月郎

十鉢のおもと丹念に刷毛郎

ナゥ冬近み膝の痛みのまた起り

叙勲のことも内定と聞く居

楊

世に問ひし個展の評価高まりて楊

︾十一函朋十垂甲牽︵文音︶

石獣の尾にふるる蝶々

花篝色美しく燃えてをり郎

蹄諏面絆
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砂浜の汐の差引き照らす月
かりそめならずプロポーズ受く

ワ草風つきたる裾を見られゐて

古き柱にくねる瓢箪

封筒は鳰居堂なる筆優し

切支丹坂長き塀なり

四六時の車騒音ちょっと自
ひらりひらりと雪片の舞ふ

寒の月残業つづく造船所

話題には出ぬ配置転換

黒板に円の相場の記されて

葺替のこと頼み来れる

校長 の 第 一 声 に 庭 の 花

伸瓢冬喜

八東京・鹿吟会Ｉその一Ｖ

歌仙﹃若正月﹄
眉上げて若正月の集い哉
うすらい

陽差し明るく解ける薄氷

洲

桃離
鬚推
恵洲
葛玄
夢双
暗吾
涕鶯

チンチン電車は終点の町

ナォ今泣いたカラスの顔のあどけなく
こんにゃく団子ひとついかがか
敵ながら那智黒のこと知らせおき

銭洗い何やらという神ありて

この春はまた流行る柄物
柳芽吹き老若男女貴賤都鄙
どこの田からも蛙鳴く声

簡易ベッドの夢疲れ果て

空罐を溌ねて去り行く定期便

べったりと居て守宮動かず

月近く残更赤く又や大
きく
もり

ナゥ空港の聞きとりにくきアナウンス

薄目に雲もぼんやりとして
朝の市茄でたばかりの蟹の爪
昨日も今日も海鳴っている

岬の碑短き花を躯いけり

昭和五十八年正月十五日首尾

一列蟻の運びくる春
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蔵前に春立つ頃を去りかねて

小学校も鉄筋となる

感嘆の声拡がって月皆既
柿の根元に四五足の下駄
ゥ釣舟の点々として春暮れる

何々公が気に入りの部屋

五口

雄

火鉢に金魚飼っている人

怪しげな英語を話す鶏鵡なり

双

蹴石

道筋はまた様々の宵祭

三の鳥居と示し合せて

五口

撫藺亭

語るべきこと読み返す月明り
夜啼きうどんの屋台過ぎけり

離

石

推

鶯

思ひ立つたる蒙刻の鑿

痩犬の尾の先叩く除夜の鐘

墓石の蔭に直す裾前

莫産しいて頬なぶらせる花の風

洲吾玄石双離藺雄鶯石玄藺雄藺吾双鶯洲

双洲鶯雄藺石洲推双石鶯藺洲鶯錐石亭双

＋ォ涼風の吹くほど軒高くして

団子一皿三文の客

面庁を治すと灸を手に据える

元祖百回忌の濁り酒

我が犬は主の声も聞き分けで

恋患いの性懲りもなく

菜の花や家を忘れて二日三日

西陽傾く出漁の村

森永のエンゼルの絵の槌せてあり

かわらけ

鶯藺石双雄洲藺双石洲堆觜洲唯双石藺黛

八東京・鹿吟会ｌその二Ｖ

歌仙﹃夏来るや﹄
夏来るや海近き街は薄曇り

風吹き返す氷屋の旗

炎天に炭団をこれる子供居て

鶏の親子のみ塾ず掘る声
今日を晴耕の一日とやせん

時刻表繰るきついマニキュア
金柑はたわシに月を浴びていて

猫居るらしき物干の上

ナゥトランプの俄かに付きが変りけり

出個しに立つ長き茶柱

鍬の柄を新めて若木植える朝

パットの癖で手元狂わす

花を見ぬ花見というも時節なり

昭和五十八年六月四日首尾

凡百楽し回す土器
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栗のいがぼそと落ちけり朝の月

ゥ変り映えせぬ宿六の御託にて

肌身離さぬ黒き膏薬

ブラジルへただ夢多き友は行く

水子供養の冬の冷たさ

枯れ榎夕暮の空を占めて立つ

月を車窓に大地果てなく

目見美しく道教えけり

冬瓜を天秤棒の前後

結び六個を平らげて行く

法衣ながら汗かく気色さらになく

ついぞ動かぬ葉隠れの蜘蛛

花に来て花にとまらぬ蝶もあり

恵涕鬚蹴撫夢
藺

全国連句グループ概況

全国連句グループ概況

青葉連句会代表者木村葉山

師系一宇田零雨連絡先−107港区赤坂4−8−15紅仙ビル同人
社魁03‑402‑4121会員‑11名

青葉城連句会代表者小野寺妙子
連絡先‑980仙台市梅田町4‑28小野寺方m0222‑33‑0693
会員−7名

亀睡あした連句会代表者宇咲冬男
師系一宇田零雨連絡先−114北区豊島4‑16‑34王子ビユーハ
イツ403号唖103‑927‑1022会員‑50名

あしべ連句会代表者片山多迦夫
師系一清水瓢左連絡先‑666‑01川西市御園町1‑3‑406号片
山方唖lO727‑58‑3198会員‑6名

梓川連句会代表者田多井みすゴ
師系一根津芦丈,宮坂静生連絡先‑390‑17長野県南安曇郡梓川
村下立田田多井方耐026378‑3808会員‑25人

｡あらくさ連句会代表者草間時彦
連絡先−249逗子市桜山1−6−16草間方TblO468‑71‑5935

／・市ケ谷連句会代表者伴野渓水
師系一松根東洋城・小笠原樹々連絡先‑162新宿区市谷加賀町
2‑3TblO3‑260‑6750会員‑10名

市川俳話教室代表者今泉宇涯
師系一藤井紫影･宇田零雨連絡先−272市川市市川1‑8‑1今
泉ビルm0473‑22‑4214会員‑25名

伊豆芭蕉堂連句会代表者石渡蒼水

師系一斎藤石嬰連絡先−414伊東市弥生町3−2石渡方Tbl
0557‑37‑1831会員‑10名
−18Q−
ダ

茨

の

会代表者近松寿子

連絡先−567茨木市北春日丘2‑13‑7近松方唖lO726‑23‑8817
会員‑11名

奥美濃連句会代表者水野隆

連絡先‑501‑42岐阜県郡上郡八幡町新町929おもだかや方弛l
05756‑5‑3332会員‑13名
お ぷ せ

Z
〆
声

小布施連句会代表者稲田美恵子

師系一三好龍肝連絡先‑381‑02長野県上高井郡小布施町鴻山
館内TblO262‑47‑4580会員‑10名

了o香保里会代表者野口里井
師系一野村喜舟連絡先−203東久留米市ひばりが丘団地28−1
金田方唖lO424‑61‑0603会員‑7名
佳 菊

会代表者松
師系一森月鼠
0534‑34‑2058

タコ花泉

野 京 湖

連絡先‑431‑31浜松市半田町1404松野方腱l
会員‑40名

会代表者馬嶋春樹

師系一伊藤月草連絡先‑35fl2埼玉県日高町台551‑3(36の
8）馬嶋方唖lO4298‑2‑0234会員‑50名
か つ ら

ぎ代表者阿波野青畝

連絡先−663西宮市上甲子園1丁目5−6かつらぎ発行所Tbl
0798‑41‑0837

金石公民館俳詣研究会代表者清水九球
連絡先‑920‑03金沢市金石西4−1−14蔵たか子方Tbl
0762‑67‑0909会員‑29名

金沢連句会代表者山本千佳

師系一岡本春人連絡先‑902金沢市本多町1‑2‑33山本方
会員‑40名

;

oかびれ連句会代表者小松崎爽青
師系一大竹孤悠連絡先−317日立市本宮町2の7の25かびれ
−I9o−

社睦lO294‑21‑1341会員‑19名

o神田義仲寺連句会婦人の集い代表者高橋微代
師系一斎藤石嬰連絡先−336浦和市大谷口981‑6高橋微代方
rlO488‑85‑1668

ら，北区連句研究会代表者平山忠明(柊一郎）
師系一宇田零雨・阿片瓢郎連絡先‑114北区王子本町1‑15‑22
北区役所課税課(平山気付)EIO3‑908‑llll(内線308)会員‑8
名

義仲寺連句会代表者吉岡健次
師系一渡辺水巴・大谷碧雲居連絡先−634橿原市豊田町126 99
吉岡方姫107442‑4‑3957会員‑20名

きび連句会代表者小寺古鏡
師系一三好龍肝・片山多迦夫連絡先‑711倉敷市児島阿津2
‑11‑31小寺方腱lO864‑73‑0723会員‑7名

岐阜高校連句会代表者佐口修一
師系一各務齢菟連絡先‑500岐阜市元住町20佐口方礎l
O582‑62‑8462会員−8名

錦 心

会代表者渡

師系一野村喜舟
0899‑75‑1532

部伸居

連絡先‑791‑02松山市小野町15渡部方Tbl
会員‑10名

｡句華苑吟社代表者吉本三蔓

連絡先一〒328栃木市室町1−13吉本画廊内TblO282‑23‑3665
会員−7名
o草

茎代表者宇

師系一藤井紫影
LlO3‑321‑0420

草茎愛媛支部代表者松
師系一宇田零雨

田 零 雨

連絡先−156世田谷区代田4‑6‑14宇田方
会員‑300名

永静雨

連絡先‑790松山市北藤原町6‑6松永方距1

0899‑43‑8496
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o葛ヶ谷会代表者山

地春眠子

師系一野村牛耳

連絡先‑161新宿区西落合1‑30‑21勝田彰方

TblO3‑951‑2130

会員−7名

｡〈のいち連句会代表者暉峻桐雨
連絡先‑101千代田区内神田2‑12‑5内山回漕店方会員‑7
名TblO3‑252‑2941

9柴門連句会代表者木村葉山
師系一宇田零雨連絡先‑230横浜市鶴見区寺谷1‑4‑4木村
方R1045‑572‑2728会員‑16名

札幌かつらぎ連句会代表者久保田一九
師系一岡本春人連絡先−063札幌市西区発寒10条4‑6‑1
佐々木方TblO11‑661‑1854会員‑6名
三

如

会世話係渡部伸居
師系一なし（芭蕉研究グループ）
15渡部伸居恥lO899‑75‑1532

連絡先‑791‑02松山市小野町
会員−7名

三冊子研究会代表者宇和川匠助

師系一寺田寅彦連絡先‑78O高知市福井東町23‑1l宇和川方
TblO888‑72‑7081会員‑15名
。 鹿 の

会代表者阿片瓢郎

師系一松根東洋城・野村喜舟連絡先−352新座市石神1−5−9
阿片方唖10424‑73‑8714会員‑40名
Q鴫立庵連句会代表者鈴木信孝

師系一山路閑古連絡先−255神奈川県中郡大磯町東町3‑10‑40
鈴木信孝方TblO463‑61‑0451会員−4名
慈 眼

舎代表者三好龍肝

師系一清水瓢左連絡先−154世田谷区下馬5‑35‑3‑103Tbl
03‑424‑8841会員‑12名

獅子門代表者沢田芦月

師系一各務支考連絡先‑501‑11岐阜市黒野古市場193国島方
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RIO582‑39‑0037会員‑100名
や︑〃″

止︾︿

ロ

グ／Ｉ

柿代表者徳永山冬子
師系一松根東洋城・野村喜舟連絡先‑16O新宿区高田馬場4
‑32‑21松岡方唖lO3‑368‑0985

､秋紅雅友連代表者大野秋紅
連絡先−446安城市里町荒井31大野方ElO566‑97‑8083会員
−9名

湘南吟社代表者清水瓢左

師系一根津芦丈連絡先−248鎌倉市七里ケ浜東2‑26‑4清水
方唖lO467‑31‑5704会員‑16名
正

風代表者美

師系一寺崎方堂
rlO775‑25‑9159

濃豊月

連絡先‑520大津市秋葉台35‑9正風発行所
会員‑100名

ー正風大府支部代表者久野渓流
師系一寺崎方堂連絡先‑470‑02豊明市阿野町上納91−6鈴置
方TblO562‑92‑4511会員‑25名

信州大学連句会代表者宮坂静生

師系一根津芦丈･東明雅連絡先‑399‑65松本市寿台4‐5−3
宮坂方魁0263‑57‑2461会員‑40人

40鈴連句会代表者鈴木香歩
連絡先‑165中野区上鶯宮1‑16‑13TblO3‑999‑4663会員‑20

α

名

ﾛ卒啄

会代表者森
師系一石沢無腸
TblO485‑81‑0077

三郎

連絡先‑369‑12埼玉県大里郡寄居町982森方
会員‑10名

.g第六天連句会代表者今泉準一
師系一上甲平谷・清水瓢左連絡先−273船橋市本中山2−2−2O
今泉方TElO473‑34‑4944会員‑12名

−193−

、多摩連句会代表者宮下太郎
師系一小笠原樹々連絡先−206多産市一ノ宮250‑17宮下方
1bl0423‑74‑7002

丹

想代表者秋山正明

連絡先‑661尼崎市塚口町1‑22‑1‑207秋山方TblO6‑421‑1606
会員‑10名

東京義仲寺連句会代表者わだとしお

師系一野村牛耳連絡先‑165中野区江古田4‑18‑2わだ方
Tbl03‑387‑2321

／都心連句会主宰清水瓢左・幹事大林杣平
連絡先‑167杉並区南荻窪3‑19‑9大林方′IblO3‑333‑4880

会員‑35名
︑

戸

ハヴノ／

塚連句会代表者八木荘一
連絡先−245横浜市戸塚区深谷町671八木方礎lO45‑851‑1655

会員‑17名

南海放送学苑連句教室代表者永田黙泉
師系一星加帯木･富田狸通連絡先‑791‑01松山市溝辺町1009
永田方TElO899‑77‑0015会員‑20名

俳譜寺芭蕉舎代表者窪田薫
連絡先‑()60札幌市中央区北6条西23丁目窪田方m
011‑631‑40()9会員‑30名

白燕連句会代表者橋間石

師系一寺崎方堂連絡先‑65O神戸市中央区海岸通3丁目1‑16
佐野方会員‑20名

白桃連句会代表者斎
師系一宮下太郎
1blO563‑59‑8311

藤吾朗

連絡先‑444‑02西尾市上矢田町郷後28斎藤方
会員−8名

八戸俳話倶楽部代表者関川竹四

連絡先−031八戸市湊町上の山55−2関川方Ⅷ0178‑33‑3432
会員‑58名
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花野連句会代表者小出きよみ
師系一根津芦丈･東明雅連絡先‑390松本市筑摩東2419小出方
TblO263‑25‑5136会員‑11名
ぱるしゆ

芭流朱連句会代表者鈴木春山洞
師系一松根東洋城連絡先−791松山市三津1‑3‑13鈴木方
nlO89251‑0064会員‑60名

東松山連句会代表者重松冬楊
師系一阿片瓢郎・永田黙泉連絡先‑791‑02松山市平井町1508
TblO89175‑1461会員‑9名

／〃'−松

喜

久会代表者岩

崎利一

＆．

師系一阿片瓢郎
03‑571‑0319

連絡先‑104中央区銀座6‑9‑4岩崎方1bl
会員−5名

松山連句会代表者永田黙

泉

師系一星加帯木･富田狸通

連絡先‑791‑01松山市溝辺町1009

永田方Tbl089;77‑0015

会員‑15名

松山連句教室代表者松永静雨
師系一宇田零雨連絡先−790松山市北藤原町6‑6LI
089243‑8496会員‑10名

o麿尼絵連句会代表者星
師系一野村牛耳

野 石 雀

連絡先−152江戸川区東小岩6‑33‑12秀和し

ジ611星野方Tbl 03‑658‑‑6711会員−6名

@谷中連句会代表者宮下太郎
師系一小笠原樹々連絡先‑206多摩市一ノ宮25(卜17宮下方
TblO423‑74‑7002会員‑8名

O横連句会代表者岩橋柊花

／ノ師系一野村喜舟連絡先‑240横浜市保土谷区初音ケ丘57岩橋
方魁045‑335‑4005会員‑12名

落柿舎連句会代表者奥西保
連絡先‑616京都市右京区嵯峨小倉山落柿舎礎lO75‑881‑1953

乃可

−195−

J
ﾊ
ｰ
蝿
､
津 リIヘ
淵

会員−9名

連句かつらぎ代表者岡本春人
師系一岡本松浜・阿波野青畝
岡本春人魁0798‑67‑6051

連絡先−663西宮市二見町14‑231
会員‑300名

o連句研究 会代表者阿片瓢郎

師系一松根東洋城・野村喜舟連絡先−352新座市石神1−5−9
阿片方RlO424‑73‑8714会員‑300名以上

◎鹿

吟

会

連絡先‑102千代田区九段北4‑1‑27京王市ケ谷ビル 牽 牛 害 舎 気 付
1blO3‑264‑8341

災蒋狭
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◆編集後記◆
◇全国の各連句グループ︑各連衆のご協力により︑ここに一
層充実した年鑑を送ることができたことを︑まず喜びた
い︒この種書籍の刊行はわが国の文芸界で唯一のものであ
り︑それだけに大きな責任と高い誇りとをもって編集に
当ったことであった︒

◇連句作品一三五篇︑参加グループ六二という数は新記録で
ある︒内容的にも作品はバラエティに富んでおり︑評論五
篇はそれぞれ個性的な論点に立った粒揃いのもの︒いずれ
も十分に味読を願いたい︒

◇今年の編集は前年同様︑松村武雄︑岡本富子両氏がその大
半を担い︑カットは上谷昌憲氏を煩わした︒記して謝意を

表する︒八宇涯Ｖ

◇初校に入った頃咲きはじめた百日紅︑來竹桃が︑九月になっ
たいま︑まだ咲き続けている︒この二つの樹の強じんな生
命力はあきれるほどである︒それにしても今夏の暑さは大
変なもので︑ために編集業務もしばしば遅延を余儀なくさ
れたが︑それでも何とかほぼ予定日に刊行できそうで︑
ほっとしている︒

◇本文にもあるように︑第二回連句懇話会賞は︑﹁該当作品な
し﹂という結果となった︒選考基準その他︑この賞につい
ては︑まだまだ論議を重ねる必要がありそうである︒賞だ
けでなく年鑑︑全国大会など懇話会全体の運営についても
皆様の忌偉のないご提言を寄せて頂ければと思う︒
八武雄Ｖ

昭和五十九年九月十四日発行

昭和五十九年九月十日印刷

昭和五十九年版連句年鑑

定価

︵送料を含む︶

一︑五○○円

編集人代表今泉宇涯

発行所城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

電話○四二四

印刷局朝陽会

印刷所川東京都北区豊島四ノニノ四

九○○二四番︵連句懇話会︶宛

郵便振替で送金して下さい︒

★ご注文の方は東京九
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