−一一−

−−−

■一

一

一ヶざ■一声一ﾏ ーー言

'85REMIUNENKAN

ｑｕ
ｒ

■

Ｉ

蕊割澆#掌壽r ̲F･好？､:･:#
幸一

K●
産

凸

ﾛ

野
【｡

､亀＝皇昌
〜

ｐ

Ｐ土守

連句懇話会

戊雨

嘩ロや

Ｆ

Ｐ＆

Ｌ４

汀牌

０

１タ■

■

Ｆ

■川型

餌

号︐

ｒ号

ｃ

幸︒

f､

孝

ユ

対；

隅

可秦
L

;．

．

●

X ．

︒●ｉＩｑｊＩｑｉ０︐６ｑ１０！︒︑ｌｑＩＵ稲！ｑ１．１０︐Ｉｑ１０ｉ１８１Ｉ０Ｉ０●１０︲！ＵｉＩｑＩ●︑ＩＩｑｉ１１ｑｊＩｉｂ．︐１９１．１０︑Ｉｑ１８ｉ理よ

ｒｌｌｌ１ｌ１１ＩｌＩＩｌ０ｌｌｉＩｌｌｊＩｌＩ１ｌＩｉＩ１ｉ９０ｉＩＩｌ９ｉＩＩｌＩ１ｌ４ｌｌ０ｌＩｌ９０ｉｌ９Ｉ９Ｌ

一

一

一

一

一

連句年鑑昭和六十年版一

︑ＩＵｊ０稲

︽一
宮
一
一
一

一

三合の俳譜論︵支考の虚実︶⁝⁝⁝・⁝⁝⁝⁝：⁝⁝⁝國

連句年鑑︵昭和六十年版︶目次
△冊
三一口

Ｉ
共生の文学・⁝⁝：⁝⁝⁝・⁝⁝⁝⁝：⁝・⁝⁝⁝⁝⁝・・月

十雨

真紀子

千遊
則子
治郎

5

11

16

21

現代連句の形式⁝⁝⁝⁝：⁝⁝・⁝⁝・⁝・・・・⁝⁝・⁝⁝佐

私は何故連句を作るのか⁝・⁝⁝⁝：⁝・⁝⁝⁝・⁝⁝・名

蕉門俳譜本質への回帰⁝⁝・⁝⁝⁝⁝⁝⁝：⁝⁝⁝：・柚

選考感想︿阿片瓢郎・今泉宇涯・大林杣平﹀

連句懇話会賞﹃十鴉﹄白燕連句会
佳作﹃名月や﹂くのいち連句会ｌ暉峻康隆捌ｌ

″﹁日は天に﹂獅子門ｌ國島十雨捌ｌ

″﹃水を射て﹂連句かつらぎｌ岡本春人捌團陶﹈連句界の一年宇咲冬男

−2−

木古野所島

選考経過⁝⁝⁝：⁝⁝⁝⁝⁝：⁝⁝・⁝・⁝選考委員長岡本春人

第三回連句懇話会賞発表

周

26

35 32 31

39 38 37 36

評

問回

〃

特別作品
青葉連句会

青葉城連句会
あした連句会
あしべ俳譜塾

あらくさ連句会

梓川連句会
市ケ谷連句会
市川俳譜教室

高校連句会
錦岐阜心
会

華苑吟社
草句茎
草茎松山支部

葛ヶ谷会

くのいち連句会
小松連句研究会

柴門連句会

札幌かつらぎ連句会

l45 142 140138 136135134 13{) 127 126123 120119 115 112 111 110 lO9 108106 105104 101 11(19896

南海放送学苑連句教室

ｐ東京義仲寺連句会

桃
林会
都心連句会
猫
蓑会
俳譜寺芭蕉舎

芭蕉記念館連句会

白燕連句会
白桃連句会

花野連句会

八戸俳諸倶楽部

祓川

芭流朱連句会
東松山連句会

松山連句会

松喜久会

松山連句教室
摩天楼連句会

連句かつらぎ

谷中連句会
瑠沙連句会
落柿舎連句会
連句愛好会

◎連句研究会
鹿
吟
舎
若泉連句会

J

伊豆芭蕉堂連句会

三如会
冊子研究会
鹿三の
会
鴫立庵連句会
慈
眼
舎
獅
子
門

蛇も蚊も連句会

秋紅雅友連

湘南吟社
正
風

正風大府支部
信州大学連句会

鈴連句会
埣
啄会

第六天連句会

丹想

つ−

︒茨の会
奥美濃連句会
小布施連句会

香保里会
佳
風菊
の会
巷
花
泉会
かつらぎ
金石公民館俳譜研究会

かびれ連句会

金沢連句会

神田義仲寺連句会婦人の集い

夏炉の会

北区連句研究会
義仲寺横浜戸塚連句会

義仲寺連句会

9592908887858380787574727069686664605756555348474544

200198195 l90188186185 184183182179 178175 171 170168167166165162 160157 156 152 151 147

１
●ＦＱ●

■や

■▽

■心Ｇ

全

■︒早■︒●︒④申●︒●●●①●ＦｑｇＧＧ■■

■■■①甲■凸■●

●↓

今泉宇涯／装伯・カツトー上谷昌憲

︒⁝⁝⁝・今泉宇涯・松村武雄：．
題字

八

−4−

J処）

鞆

ー

00

V

し

人名簿

詞

−

国連句グループ概況

区了

評論

三合の俳譜論
︵支考の虚実︶

國島十雨
各務支考の﹁葛の松原﹂の著に︑
﹁風雅の片はしを心得たるもの︑たまノ︑名家の一まきを

れであると絞ることのむつかしさに︑支考の﹁葛の松原﹂

の言葉を噛みしめたのである︒

支考の言葉に従えば︑一句一句のめずらしき名目をこの

むは中分以下だと云うのである︒又︑たまノ︑名家の巻か

れた一巻を見て︑始終の変作をかえりみず︑此句おもしろ

からず︑その句味なし︑など言うのも間違っている︑一巻

をつらぬくもので味うべきだから︑一句一句を諭せず︑な

どと云われているのも理由なしとしない︒

連句の出来映えに甲︑乙をつける事のむつかしさは昔も

見て始終の変作をかへりみず此句はおかしからず︑その句

求する声がきこえる︒もっともその様な意見の強いのは俳

このごろでは︑一句一句の味わい︑詩性のある付けを要

今も変りないと思う︒

は味なし︑などいふめれど一まきをつらぬる事あながち一

句をたしなむ連衆に多いのであるが︑付けが説明的であっ

さ

句の上を論ぜず︑一たびは雨とし︑一たびは雲となして中

ては味がないのは事実で︑私なども連句の捌きをしながら︑

ママ

私は選に当り︑一巻の味︑序破急のことは言うまでもな

がいシとは思う︒

は無理だなと︑つくづく思うのである︒でも詩性がある方

句に詩性を求めながら︑初歩の人々に厳しい要求をするの

﹁俳句でないよ﹂と付け味につき意見するのであるが︑付け

品の眼をとどめむ事をおそる︒転換変化角のごとし︑誰か
情実の中にあそばむ・﹂︑とある︒

又︑﹁句ごとにめづらしき名目をこのむは中分以下の作品
なるべし．⁝：下略﹂︑ともある︒
○

さて連句年鑑の選を担当して︑つくづく秀れた巻を︑こ

F3

いが︑式目︑句数︑去嫌のことは勿論︑人情句と景︑場の

大師︵芭蕉はよくこの言葉を借りて附けの指導をしたと

﹁古人の跡を求めず︑古人の求めたる所を求めよ﹂︵弘法

でもって︑チェックマークをつけるのである︒鉛筆のヨゴ

ているが︑人情の自他などの点では︑それ程やかましく言

私は伝統の獅子門の中に育った︒美濃派と伊勢派とは似

クをつけてゆくのである︒

こんな古人の教えを︑経文の如く︑独語しつつチェックマー

か︒

付けの取り合せ︑三句の渡り︑打越︑人情句の自他などを
吟味し︑例えば︑打越に遺憾のある場合には︑三句をかけ
て２︶のマークを鉛筆でつける︒
３

レが多い巻は︑残念ながら︑一巻の首尾を検討する場合も︑

わない︑その様な極めつけをしなくても︑おのずから変化

式目に︑句数に︑去嫌に不満足な場合も︑私独特の方法

あとに廻されてゆくのである︒

捌きをしながら︑伝統派は︑式目にきびしい温故知新と

ある付けは出来るとの意でもある︒

に印がつくピン︑裁縫の待ち針の様なしるしを︑句の上部

理解ある捌きをする様心掛けてはいても︑自然と遺憾ない

この逆に︑一句︑一句に詩性のある付けには○１１と頭

につける︒この数の多いのは︑大体に付け味もよく︑式目

付けを要求することになってゆくのである︒

○

り決ることになる︒

一巻︑全体の味わいともなれば捌きするものの主観に依

的にも遺憾のない付けとして︑パス出来てこその︑マーク
であれば︑これが多いほど︑神経が行き届いた付けがなさ
れているものとして︑高い評価の圏内に在るわけである︒
次に表六句はどうか︑月︑花の味は︑恋は︑序破急の按

﹁新古は素材ばかりでないぞ︒﹂

作品ともなれば︑そんなわけにはゆかないが︑連句は随筆

評論︑随筆的なものは欠かさず読むようにしている︒俳句

私の手許には毎月︑俳句誌︑連句誌が多数送られて来る︒

﹁附け句は︑句に新古なし︑附ける場に新古あり︒﹂だ．︵去

などに準じて読む︒鑑賞している︒

配は︑と検討する︒

来抄︶
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そこでおもうのであるが︑連句は座の文芸︑それが文音
であれ︑一巻が首尾するには︑俳句の作品のように数は出

文学は︑文字を媒体とするものであるから﹁虚構性﹂を

持つのは当然なことである︒

小説だから虚構は許されるが︑俳譜の連句だから虚はい

けないなどの理論が︑まかりとおった時代があったし︑そ

来ないものである︒

誌を発行してゆくにも︑極く限られた同志だけで出版し

んな時代がかなり長かったこと自体がおかしなことであ

全く連句を忘れてしまっているような時代に齢ても︑休む

私達の美濃派獅子門は︑明治︑大正︑昭和の︑世の中が

る︒

てゆかなければならない︒そこで私は︑連句の誌が他のグ
ループの作品を鑑賞する様な欄を設けて︑たとえ仲間褒め
になっても構わない︑そんな姿があってもよいのでないか︑

誌の内容も豊かになるし︑と思ったりする︒

ことなく連句を続けて来たのである︒誰れが何んと云おう

今日のように連句が盛んになって来ることを予期してい

〃

○

たわけでもない︒芭蕉の俳譜が︑発句︵俳句︶ばかりでは

が俳譜の老舗である︒

と異論が出るだろうか︒一歩譲って︑連句は﹁虚実皮膜の

さて︑連句は虚構の文芸である︑と云うとそれは違う︑

間の文芸﹂であるとしたら︑賛成が得られるであろうか︒

ないぞ︑の強い理念でもって獅子門︑獅子肌を継続して来

たのである︒連句なんてやっている美濃派獅子呪は古いと

でも︑私は﹁虚実皮膜﹂の言葉は使いたくない︑近松門
左衛門の﹁虚実皮膜説﹂と混同されたくないからである︒

いわれるなかに︑言う奴は言わせて置けで︑ひたすら︑細々

﹁虚実ノ論﹂を打ち出し︑美濃派俳譜の指針としたのである︒

支考は﹁二十五ケ条﹂﹁俳譜十論﹂﹁十論為弁抄﹂などで︑

○

と歩き続けて来ただけである︒

今日︑私がこ舅で連句の虚構性を述べても︑特に私が変っ

た事を言うなどと︑とられることはまずなかろう︒
連句の入門書などによっても︑連句が虚構の文芸である
との認識が広がっている︒そのような認識論が出ているの
である︒

ヲ−

その論は︑芭蕉死後二十五年︑三十年も経た時代に其の
論を世に問うたのである︒芭蕉は生前には﹁虚実の論﹂は
言わなかった︒

﹁花実ノ論﹂﹁風雅ノ誠﹂は教えたが﹁虚実ノ論﹂の如き
は口にしなかったのである︒そこで私は獅子咄誌上に︑こ
の支考の﹁虚実ノ論﹂を芭蕉に結ぶべき論を四百字詰約百
枚を費して発表したのであるが︑それで意を尽したものと
は言えないと思っている︒

支考は連句の付け方としての論﹁七名八体説﹂を残して
くれた︒その説は今日でも︑凡そ連句を志すものは一読︑
その恩恵に浴さない者はない程である︒
ところがもう一つの支考の﹁虚実ノ論﹂となると﹁七名

︒：︒︒︒﹂

﹁虚は実をもってつくるふくし︑実は虚をもってほどくべ
ければ・・・﹂

﹁虚実より言語にあそぶのいひならん﹂
と説いているのである︒

﹁俳譜十論﹂は第一より第十に至り十項目に分けて説かれ

ている︒その第四の項に﹁虚実ノ論﹂が出されている︒虚

実の理論︑虚実の内容にか塗わることを説いているのであ

る︒支考の﹁虚実ノ論﹂は︑まず付合いの論として︑付け

合いの手法の論にはじまるのである︒

﹁附合に遠近あり︑虚実あり︑遠近は附け所にして︑打越

の論也︒虚実は一句の虚実を見て︑人の言葉にまどはず・﹂

歌仙を例にとるなら︑前句に付け句をする場合に︑前句

︒︒︒︒︒︒︲︶ｒ︶Ｏ

の上に成り立つ文芸である︑の認識を皆が持つようになっ

が﹁虚の付け句﹂であれば﹁実の付け﹂をせよ︑この反対

八体説﹂の如くにはゆかない︒今日連句がフィクション性

て来ているが︑遠い時代芭蕉の死後二︑三十年の時代に俳

の場合もある︒虚実をよく見定めて︑付けよと説くのであ

ある︒支考の﹁虚実論﹂の初期はこのように付合いの変化

虚の句︑実の句の配合の必要性を打ち出し︑説いたので

ブ︵︾Ｏ

譜︑連句の﹁虚実ノ論﹂を打ち出した支考の先見性は流石
であると思うのである︒
支考﹁俳諾十論﹂の第一項に︑
さばき

﹁しかれば俳譜の道たるや︑本より虚実の級ならんには
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論の匂いが濃いものであった︑手法︑方法の虚実論であっ
た︒

﹁十論﹂が俳譜の伝書的な性格を持ったことで︑支考の﹁虚

実ノ論﹂は︑哲学的な︑形而上的な内容の風雅観が盛り込
まれることになっていった︒

では語れない︒

﹁詩歌はこの虚を本として︒⁝：﹂と支考は詩歌の基本を語

り︑虚を説く︒詩歌は﹁喜怒の変﹂の心の在り方を本とし

た虚が根本となると説く支考の考え方に誤りはない︒
○

なるより道を説く時の両翼にして︑それが変化を知るにし

として詠まれる︑座に在るもの︑連衆の︑その人の境涯性

連句の中に在る︑恋︑無常などは︑みな︑フィクション

連句は仮想の世界である︒

かず︑しかれば其の虚は実をやはらげ︑其の実を補ひて︑

やその人の無常観の全部を述べたものではない︑とする支

言語の訓の論では﹁そも俳譜の虚実とは︑例に言語の訳

いづれの道にかたしくならん⁝下略︒﹂としている︒烏の両

考の﹁虚実ノ論﹂は理解出来よう︒

実は融合するものであると説きすすめるのである︒

ものでなく︑等価値であり︑お互いに影響しあうもの︑虚

のは誤りである︑とする︒虚と実とは一方的にかた寄った

であった︒即ち︑﹁実はよき物﹂﹁虚はあしき物﹂と考える

﹁虚実ノ論﹂である︒支考は﹁虚﹂と﹁実﹂を説くのに親切

虚が根本となるのが俳譜連句であるとするのが支考の

翼に例をとり両翼がないと翔べないごとく︑俳譜は虚実性
をもっている︒これが相互に助け補わねばならない⁝⁝と
説くのは今日的にも大変参考になると思う︒
支考は﹁吾が翁は︑虚に居て実をおこなふくし︑実に居
て虚にあそぶべからず⁝⁝﹂と言われたと説く︒
支考の論が︑形而上的なものを加味していったのは︑芭
○︒○

蕉の﹁花実ノ論﹂﹁風雅ノ誠﹂の論を支考的な︑ほどきでもっ

十論︶

﹁家といふ物は虚なければ婦姑のあらそひやまじ・﹂︵俳譜

く︑支考の﹁虚実ノ論﹂が︑どのように芭蕉につながって

は漢籍の﹁荘子﹂の︑

て︑ほどき解釈したものであると言えよう︒前に述べた如

ゆくかを追求したが︑その経緯︑私の研究は︑僅かな紙幅
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﹁室無二空虚一︑即婦姑勃鉛﹂

に﹁虚実﹂を見てみよう︒即ち﹁拾った金で畳の表替えを

関係もなかろう︑﹁虚﹂である︒次の﹁はっ午に女房のおや

する﹂の野玻の付けがあっても︑その付けと︑野玻は何の

余裕のない︑狭い家に住んでいれば︑嫁と姑は︑居場所

こを振舞う﹂付けも︑別に芭蕉自身のことではない︒﹁虚﹂

より来た解説である︒

の争いから︑鼻をつき合すことに依り︑つい衝突し︑喧嘩

のことである︒

俳詰の﹁虚実性﹂を論じた支考は︑まことに素晴らしい

になる．．：・・と︑至極わかりのよい例でもって︑﹁虚﹂の必要

性を説く支考は頭がよかった︒﹁十論﹂では釈尊の﹁馬麦の

感覚をもっていた人であると思う︑それは付合いの﹁七名

さ

八体説﹂の体系化と同様に︑現在の連句に立派に通用する

話﹂︑孔子の﹁牛刀をもって馬を割く﹂の話などを援用して
いる︒

ものである︒

譜は言語の遊びにして︑信を以って交る道なり．：．：﹂で︑
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支考は幼くして禅寺︑大智寺の雛僧となり還俗して尚︑

和尚の門を叩いている︒両人共に︑禅の︑無︑空を学んで

文学として確乎たるものにするか︑しないかは︑付合いの

この虚構性をもつ連句を﹁山中問答﹂に云う芭蕉の﹁俳

いるところより︑芭蕉の﹁花実ノ論﹂﹁風雅ノ誠﹂の考え方

精神であろう︒連句が一級の文芸であるには︑お互いに座

播磨の盤珪禅師についたことがある︒芭蕉は根本寺の仏頂

から︑支考の﹁虚実ノ論﹂へは一つの流れがあり︑その点

を︑大切に厳しくすることに在ると思う︒
りと申されし﹂よりとる︒

註﹁三合の俳諸論﹂は﹁翁日︑俳譜世に三合は出たり七合は残りた

は尚︑今後研究の余地がある︒
○
七部集﹁﹁炭俵﹂︵﹁むめが香に﹂の巻︶

門しめてだまってねたる面白さ芭蕉

ひらふた金で表がへする野波
はっ午に女房のおやこ振舞て芭蕉
Fh

共生の文学
ｌ時代を呼吸する俳譜をＩ

とが可能なはずはないが︑いま私たちの現代連句が︑後世

において︑私たちが享受したような至福を恵与することが

できるであろうかと考えるとたいそう心細く思われる︒

連句に限らず︑あらゆるジャンルにわたって現代は文学
創造の困難な時代である︒

れた管理社会のただなかに︑再び生れ直してきたとしたら︑

もし芭蕉が︑二十世紀末のこんにち︑この個が均質化さ
すぐれた文学作品に親しく接するとき︑私たちはその創

三百年の昔︑自ら模索し樹立した蕉風俳譜を︑どう改新し

別所真紀子

造者の思惟と肉体と息づかいを感じ︑作品を通して創造者

月に人類が足跡を印し︑科学文明が疾走する現代に︑不

どう展開させてゆくであろうか︒

ても古今新古今にしても︑あるいはさまざまの物語にして

易流行はどのように問い直され創造されてゆくであろう

の生とその時代を呼吸し生き直すことができる︒萬葉にし

も︑創造した人間という不易普遍を通して時代という流行

か︒芭蕉はさだめて﹃山中問答﹂に換える新しい俳譜問答

古人の跡を求めず︑古人の求めたるところを求めようと

を私たちは追体験するわけであり︑それは西欧の文学芸術

芭蕉の作品を読んでいると︑貞享︑元禄の昔にたやすく

するとき︑私はつねに古人の思惟や行動を現代に生き直さ

を産み出すにちがいないと思う︒

ひきこまれ︑このうえなくすぐれた思索者観察者とともに︑

せてみることからはじめる︒生きた人間としての古人を考

の享受においても同じことがいえるであろう︒

その時代を生きている心地がする︒そればかりか︑芭蕉が

えるのである︒

が話題になったとき︑ひとりが﹁いま中也や朔太郎が居た

以前︑詩の同人誌の仲間で現代詩の孤絶感と創造の不毛

追体験した古人の生をも︵たとえば西行など︶芭蕉という
媒介者を通してより親しく知ることもできる︒
もとより特に卓抜した創造者の作品でなくてはそんなこ
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らどんな詩を書くだろう﹂と言ったことがあった︒くつな
ひとりが﹁中也も朔太郎もお手上げじゃないかな﹂と嘆息
してみせ︑互いに顔を見合わせたことがあった︒歴史の浅
い詩の領域では戦前がすでにいにしえなのであった︒
また時代を呼吸するという観点から︑正岡子規の連句切
り捨てを考えてみると︑ある必然が感じられるようにも思
垂っ︒

子規の﹃四年間﹂第一篇Ｉ明治二十九年の俳句界

十二年には鴎外ほかに拠る訳詩集﹃舩母影﹂が世にあらわ
れている︒

子規は︑押し寄せる西欧文学の波涛のなかに︑幼年期か

ら親しんだ俳句という伝統詩を守ろうとして︑近代的な個

の詩として立ちあがらせるべく一対三十五の︑その一を生

かそうとしたのではないであろうか︒

他にも理由は考えられるにしても︑少くとも時代の趨勢

が一因でなかったとは言い切れないであろう︒明治三十二

簡にして要を得た連句入門となっている︒変化を説き︑式

年刊﹃俳譜大要﹂には︑終章が﹁俳譜の連歌﹂に割かれ︑

Ｉ日本が世界列強の間に押し出して日本帝国たる者を

目を解釈したのちに︑

︲ｌｌｌ︲に︑

世界に認められんとするには日清戦争は是非とも必要な

も︑﹁世界列強に伍す日本帝国﹂という観念は︑まさに明治

認せられるための戦いをそれになぞらえているのだけれど

という一節がある︒ここで子規は︑俳句が文学として承

馳駆して可なり試みに芭蕉一派の連句を被き見よ其古格

かシる人為の法則に拘泥するに及ばず唯我が思ふままに

歌連句を教えんがためなり筍も変化の本意を知る者は

的に変化せしめんとの意より出でたる者にして愚人に連

Ｉ此等の法則は余りうるさき様なれどもつまりは法則

のその時代を象徴している︒あらゆる分野で西欧に追いつ

を破りて縦横に思想を吐き散らせし処に其妙を見はす

りしなりＩ

き追い越せの風連のなか︑個の確立が求められ︑翻訳文学

を︒Ｉ

と現代でも新しく思える論がある︒子規の連句切り捨て

が溢れはじめて人々を魅惑しはじめた時であった︒明治十
五年には外山正一らによって﹃新体詩抄﹂が編まれ︑同二
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での伝統の危機が︑あの明敏な子規の眼に映じないはずは

ば連句復興を叫んだかもしれないのである︒べっなかたち

あったとすれば︑同じ意味において︑いま現代に在るなら

て立つ一行詩を拮抗させようとの意図から発したもので

が︑もしなだれこむ西欧近代詩に対して︑季語と定型に拠っ

例えば︑今年度連句年鑑に﹃東京義仲寺連句会﹄から提

べて時代を表現したつもりでいるなぞ︑論外のことである︒

うというときに︑新聞の見出しをなぞっただけの言葉を並

フィルムによってあらゆる情報誌紙書物が永久保存されよ

によってたやすく過去の時間に戻ることが出来︑マイクロ

のであって︑未来情報はともかくも︑ヴィデオなどの普及

人間は要らない星の花ふぶき

うららうららに均らされてゐる

としお

照雄

出した作品︑﹁泰山木の巻﹂に次のような付合がある︒

なく︑連句の意義を汲みとれないはずもないからである︒
けれども︑いくら﹁もし﹂を重ねても故人が生き返って
行手を照らしてくれるわけはないのだから︑私たちは私た
ちなりに︑いまを呼吸する俳譜を模索しつづけてゆかねば

いつのまにか個を均質化し画一化してしまう管理社会の

ならない︒おそらく無数の問いだけがあって答はついに得
られないかもしれないけれど︑問い直す︑という意識と行

怖しさと︑そこにからめとられ馴らされてうららかに過し

詠まれているためにいっそう悲哀感がにじみ出る前句︑相

為そのものが︑つまりは古人の求めたるところ︑であるよ

時代の呼吸を言葉として表現するということは︑単にレ

響きあって︑核や廃棄物汚染や自然破壊など︑地球という

てしまう自身への明蜥な視線が︑滑稽をふくんで軽やかに

トリックや表層的な時事の捉え方の問題ではなく︑個々の

星を痛めつけているホモ・サピエンスの傲慢さへの怒りと

うに思われる︒

人間の現在を生きる指針︑その世界観宇宙観がいかに表現

付けられている︒ＣＭのために懸命に走らされて死ぬエリ

絶望と︑なおしづ心なく散る花の美しさがこれもさらりと

連句一巻の中に現代状況を詠み込むとして︑グリコ犯や

マキトカゲのことなど席上で話題になっていたのであっ

されるか︑ということに他ならない︒

ロス疑惑を投げ入れる類いのものとは全く次元を異にする

13，−
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11

ことし一月︑ニューョークで日本商社員の妻が二人の子

ょうとする文学表現なのである︒

なに美しい星であったろう︑と宇宙的視野が広がる付合で

を道連れに入水自殺をはかり︑自分だけ生き残った事件が

た︒全く︑人類というものが出現しなかったら地球はどん

ある︒しかも私たちは否応なく機械文明に組み込まれ加担

あり︑四月には第一級殺人罪として起訴されたことが報ぜ

られた︒心中の美学はおそらく日本特有のものであろう︒

してうららかに生きているのだ︒
ここには確かに時代の呼吸がある︒まぎれもない現代を

適確な訳語がみつからない︑と何かで読んだ記憶がある︒

が日本人の特質であるともいえるように思う︒

かった切実な願望の裏返しであって︑関係の中で生きるの

共に死のうという願望は︑共に生きようとした︑生きた

生きる人間同士のかなしみが二句間の関係に表現されてい
る︒

そして連句という形式の不思議さは︑どのような絶望を
うたっても怒りをうたっても︑それを訴える他者が眼前し︑

たのは︑まさにこの一点であった︒自己の認識表現である

私が他のあらゆるジャンルを差し置いて連句に魅惑され

ちなみに︑この意志はいわゆる﹁甘え﹂とは正反対のも

に︑共生のための表現であったといえるかもしれません︒

をかりに共生の意志と呼ぶならば︑日本の芸術は本質的

ｌその本質はむしろ︑人生を他人とともに生きようと

現代詩や︑個の詩となってしまった俳句や短歌では︑絶望

のであり︑他人の恐さを知った孤独な人間の意志であっ

直ちに受けとめひびき返す作用をもつことによって︑つね

は絶望としていよいよ深まってゆくだけであり︑希望も救

て︑それゆえにこそ美しいものを産むことができたと考

する懸命な意志に支えられているといえそうです︒これ

済もまた孤独なたたかいの中で探り求めねばならない︒怒

えられます︒Ｉ

に希望と救済がほの見えてくることである︒

りや絶望だけでなく︑喜びも幸福もまた連句においては他

これは︑すぐれた劇作家評論家︑山崎正和の著﹃生存の

ための表現﹂の中の一節である︒

者と相和しておおらかに享受することができる︒
連句は関係をかたちづくる形式である︒他者と共に生き
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山崎正和はここで西洋と日本の芸術観の差異を解明して
いるのだけれども︑まさに︑連句という特殊な形式が何故
日本にだけ出現したのか︑という問いに十全にではないと

﹁座の文学﹂こそは共生の文学である︒既成の強固な枠組

懇話会未加入の方が大ぜいおられます︒懇話会は目

☆本書末尾の﹁全国連句人名簿﹂によりますと︑連句

連句懇話会入会のおすすめ

から解き放たれて︑孤独な個を認識した人間が︑連衆の力

下︑会員増強運動を実施しており︑未加入の連句人

してもひとつの答えとなる指摘のように思われる︒

を借り︑個有な時空を蔵りとって︑互いの個をかがやかせ

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﹂

ひびかせ合いながら︑共に生きようとする試み︒
狼雑不毛な現代であるがゆえにいっそう︑﹁座﹂という共

この会報は︑全国各地の連句グループ消息︑連句作

︵タブロイド版一二〜一四頁︶をお送りいたします︒

芭蕉は封建制度の確立した時代の枠組のそとに︑みごと

品︑連句鑑賞︑募吟︑随筆など︑連句に関連した有

生空間は魅惑的に私たちをとらえるのでもあろう︒

な共生空間をかたちづくった人であった︒方法より以前に

益な記事が載っております︒

九○○二四番連句懇話会

連句懇話会

あてお振込み頂き︑お申込み下さい︒

東京九

☆入会ご希望の方は︑年会費二千円を︑郵便振替で︑

共生をつねに問い直して進んでいた人であった︒
俗談平話を正す俳譜は︑歌舞伎や能狂言のように古人の
跡を固定して様式化するわけにはゆかない︒秋月以外の月
の可不可︑長短さまざまな形式の適不適などを言挙げする
まえに︑すべての方法のまえに︑いま何故連句か︑と自身
に問い直してあたらしい共生空間を構築してゆかねばなら
ないと思う︒
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現代連句の形式

佐野千遊
かた

伝統的な﹁芸﹂には︑永年の間に培われた﹁形﹂が生ず
るのが常である︒

起源とするようだ︒平安時代に入って︑上句下句二人唱和

の歌は盛んになり︑しかも長短次第に長く連ねて詠まれる

ようになった︒そして鎌倉から室町時代に至り︑百句で満

了する形式が完成された︒これを﹁百韻﹂と呼び︑連歌の

﹁形﹂の基本となった︒宗祇の水無瀬三吟百韻連歌が奉納さ

れたのが︑長享二年や坐であり︑俳譜連歌の鼻祖荒木田

守武の俳譜独吟百韻は︑享禄三年︵一壷︶に成った︒

懐紙四枚に記する百韻の形式と月花の定座は次の通りで

た﹁形﹂があることは言うまでもない︒そしてその﹁形﹂

ニノ折表十四句爵三む︑裏十四句念二諫串運︒

初折表八句︵七餉目︶︑裏十四句念二諫詣運・

ある︒

が時代の変遷と︑受継ぐ人の器量や思考によって︑変化し

三ノ折ニノ折に同じ

伝統文芸である連歌︑俳譜連歌︵連句︶にも︑継承され

多様化することも自然の趨勢であり︑時には伝統に飽き足

名残ノ折表十四句酔三⑬︑裏八句︵七滴目︶・

定座を列記してみよう︒

今︑古来から伝わる俳譜形式の名称︑句数および月花の

さまざまな変形を生むこととなった︒

その後︑百韻形式は時代により人により工夫が凝らされ︑

十重ねたものが萬句である︒

百韻を十巻重ねたものが十百韻即ち千句であり︑千句を

らぬ人達によって︑革新の波に洗われることもあろう︒
万葉集巻八に︑
あとら

﹁尼︑頭句を作り︑丼せて大伴宿祢家持︑尼に銚へられて末
句を続ぎて和へたる歌一首

佐保川の水せき上げて植ゑし田を尼作る
わさいひ

苅る早飯は独りなるべし家持続ぐ﹂
なる二人唱和の形の歌が載っているが︑これを以て連歌の
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よれじ

百韻の初折と名残ノ折から成るもの︒

歌仙︵三十六句︶折︑定座については省略︒

米字︵八十八句︶
初表八句︵七雨目︶︑初裏十二句尭一韻朋哩・

二十八宿︵二十八句︶星宿の数に因む︒

表六句︵五雨目︶︑裏八句︵七浦目︶・名残表八句︵七雨目︶︑

二表十二句雷一理︑二裏十二句往一韻串運・
三ノ折ニノ折に同じ

名残裏六句︵五滴目︶・

十八公︵十八句︶﹁松﹂の字をかたどる︒

四句︵二柄目︶

表四句︑裏八句春雨串塑・名残表八句︵七關目︶︑名残裏

短歌行︵二十四句︶漢詩の体に因む︒

罎亜︶

表六句︑裏六句︒名残表六句︑名残裏六句︒命恥樒蜥鐸緬

気の数に因る︒

箙又は二十四節︵二十四句︶箙に刺す矢の数又は二十四節

えびら

名残表十二句霞一む︑名残裏八句︵七油目︶・

七十二候︵七十二句︶陰暦七十二気候に因る︒
表八句︑裏十四句︒二表十四句︑二裏十四句︒名残表十
四句︑名残裏八句︒霊硴錘遁
易︵六十四句︶周易六十四卦に因む︒
表八句︑裏十二句︒二表十二句︑二裏十二句︒名残表十
二句︑名残裏八句︒争硴錘避
源氏︵六十句︶源氏物語六十帖に因む︒
表六句︑裏十二句︒二表十二句︑二裏十二句︒名残表十

表十句︵九開目︶︑裏八句︵七滴目︶・

半歌仙︵十八句︶歌仙の初折にとどめたもの︒

二句︑名残裏六句︒砺硴斡趣
五十韻︵五十句︶百韻の二裏までのもの︒

首尾︵十六句又は十二句︶

百韻又は歌仙の初折の表だけのもの︒

表合又は裏白︵八句又は六句︶

おもてあわせ

百韻又は歌仙の︑表と名残裏から成るもの︒

長歌行︵四十八句︶漢詩の体に因む︒
表八句︵七的目︶︑裏十六句卉垂輌躬運・
名残表十六句︵十駈句目︶︑名残裏八句︵七浦目︶・
よよし

四十四又は世吉︵四十四句︶
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表白︵十四句又は十二句︶

百韻又は歌仙の初折の裏だけのもの︒
三シ物︵三句︶発句︑脇︑第三までのもの︒

以上煩を厭わず列挙してみたのは︑古人が如何に工夫を
凝らして色々な試みを形の上になしてきたかを知っておき
たい為である︒

さて︑昭和連句復興期と称される現代︑この連句の形式
に︑どのような新しい動きが見られるであろうか︒

その中には﹁ＲＯＮＤＯ﹂と題して︑十一句目が第一句に

戻る︑音楽のロンド様式のものが八篇ある︒

連句文芸に進歩的な考察を回らした彼が︑古来の懐紙形

式以外に︑このような斬新な連句を試みていたことに注目
したい︒

現代連句の形式を考える場合︑まず問題となるのは︑そ

の﹁長さ﹂であろう︒百韻を冗長として︑その簡略形式の

歌仙が︑王流となり定着した背景には︑やはりこの長さの問

次に問題となるのは懐紙形式である︒これは冒頭に述べ

題があった︒現代の社会環境や生活感覚からして︑歌仙三

を連衆とした歌仙約五十巻を主体とするが︑他に﹁二つ折﹂

た通り連句の﹁形﹂であり︑伝統文芸である以上この形式

その前に私は︑寺田寅彦の連句に少し触れておきたい︒

と称した十二句ものが十二巻︑﹁ＴＯＲＳＯ﹂と称する五句

を破ることは︑自らを捨てることになりかねない︒しかし

十六句を長いと思う人が多くなったことは間違いない︒

乃至十句ものが十数篇残されている︒又﹁俳譜六つ物﹂と

ながら︑現代全く用いられない懐紙の概念から脱却すると

全集に残された彼の連句は︑東洋城︑蓬里雨︵小宮豊隆︶

して平句を六句続けたものがあり︑﹁二つ折﹂はその六つ物

ころで︑新しい連句を考えてもよい筈だ︒

いする実感が薄れて来たのも事実であろう︒

ければならないが︑現代人の感覚からして︑それ程特別扱

に寄せる特別な感情と意義は︑詩歌の伝統として尊重しな

更に大きな問題は︑月花の扱い方であろう︒古人が月花

を︑表と裏に続けて十二句とした形で︑一応懐紙の形は採っ

ているが﹁歌仙首尾﹂とは別物で︑十二句を自由に連ねた
新形式とも見られる︒

﹁ＴＯＲＳＯ﹂に至っては︑懐紙を無視し月花にこだわら
ず︑その名の如く首や手足を欠く胴体だけの連句である︒
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以上三点をこれからの連句形式を考える上での問題点と
して提起しておこう︒

現代において︑連句の新しい形式に早くから取組まれた
のは八東京義仲寺連句会Ｖの方々であろうか︒

八句名残表八句を４行︑４行に分けて︑近代詩の体裁を整

えている︒又二花二月の定座には寛大である︒

東明雅氏が﹁連句﹄第八号に発表された新形式としての

﹁二十韻﹂は︑古来の﹁箙﹂と﹁短歌行﹂を組合せ︑一花二

と︑名残裏六句はそのままにして︑歌仙の裏十二句︑名残

句︵一一柄目︶・

初表四句︑裏六句︵折畦・名残表六句︵五雨目︶︑名残裏四

月を配した次の形である︒

表十二句をちぢめて中十二句とする二十四句立で︑表六句

これは現代の実作事情と古来の懐紙形式の長所を勘案し

その﹁胡蝶﹂形式は︑林空花氏によると︑歌仙の表六句

︵五餉目︶︑中十二句霞一也︑裏六句︵五油目︶とし︑一花二

八かつらぎＶの岡本春人氏が提唱されるところの﹁居待﹂

て︑よく練り上げられた新しい懐紙形式である︒

たいとする説もあるようだ︒近頃は中十二句を︑裏六句名

は︑従来の半歌仙︑十八公の長所短所を考慮に入れて︑表

月であるが︑中七句目あたりに︑花に代るべき植物を入れ

残表六句とわけて︑前掲﹁箙﹂の形になっているが︑﹁箙﹂

も裏もない十八句立のもの︒五句目及び九句目あたりに季

八白燕Ｖの橋間石氏が早くから提唱する﹁非懐紙連句﹂

が大きな特色である︒

の違う月︑十七句目に花を置く︒懐紙形式を外したところ

が二花二月である点が違う︒

﹁ソネット﹂は︑わだとしお氏によると︑ソネット︵十四
行詩︶の行数をそのままに︑十四句を４行︑４行︑３行︑
３行と分って︑四季を配分し﹁花﹂の座を後半部分にして︑

札幌八俳譜寺芭蕉舎Ｖの窪田薫氏の﹁艀蜥﹂又は﹁ダブ

月号に精しいが︑要は﹁懐紙の観念を捨て去ったが故に︑

句前後のものである︒その主張は﹁俳句研究﹂昭和弱年９

は︑懐紙形式を破るとともに︑月花にもこだわらない二十

ルソネット﹂は︑二十八句︑二花二月で︑前掲﹁二十八宿﹂

折もなければ表も裏もない︒月花に関してもまた極めて自

一月一花が普通のようである︒

と形は同じであるが︑表六句名残裏六句を３行︑３行︑裏
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由である﹂とし︑﹁月は照るにまかせ花は咲くにまかせ﹂式
で︑旧来の形式に囚われないことを強調している︒それで
は形式にならないと言われればそれまでであろう︒
八存Ｖの村井和一氏らの﹁存風連句﹂は︑懐紙形式を外
して︑提示部四句︑展開部十二句︑終結部五句の三部構成

の二十一句立で︑挙句に短句を重ねて付け加えるのが異
色である︒月花についても︑季についてもこだわらないと
する自由さがある︒

宇咲冬男氏の八あした連句会Ｖでは︑十八韻と称して︑
表六句︵五函目︶中六句︵五雨目︶名残六句︵五緬目︶を基本形と

して︑中六句の月を雪に替えたり試作を進められているの
も注目したい︒

これまで述べてきたところは︑総て形式に関することで
あって︑その内容については一切言及しなかった︒古言に
﹁古壺新酒﹂とも云い︑﹁新しい酒は新しい革嚢に﹂とも云
う︒形式は﹁その場﹂﹁その時﹂に応じ︑人それぞれの考え
によって採択すればよい︒連句において肝要なことは︑む
しろその中味であろう︒

連句専門誌︵隔月刊︶

連句研究

三七三七八番

連句研究会

〒城埼玉県新座市石神一 五 九阿片方

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

主宰・宇咲冬男

︵月刊︶

︵送料共︶

誌代一年分七︑二○○円

〒柵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

杼情に根ざした象徴句
連句の現代復興を目ざす

あした

九七一三八

発行所〒川東京都北区豊島四ノー六ノ三四ノ四○三

誌代一十蓉謹・ｍｍｍ叩

あしたの会振替・東京五
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私は何故連句を作るのか

名古
〃私は何故連句を続けたいか〃と素朴な疑問を自分に投げ

てみる︒自答は極めて暖昧模糊としている︒

為に連句を続けていると言っても過言ではない︒芭蕉の言

葉を借りれば︑﹁鼻高くをごめき︑肩のあたり羽ばたきする

やうなる﹂︵天和二年木因宛書簡︶気持を味わいたいからで
ある︒

恥ずかしながら︑決して芸術的に高尚な動機ではない︒

そこで私は︑﹁人間の行為が︑すべて︑社会の為に役立たね

ばならぬとかぎったことでなし﹂などと大袈裟に居直った

格好で︑﹁遊びで何が悪い﹂と考えることにした︒先日︑新

宮普氏が︑﹁ものを作って遊ぶという︑普通なら子供達がす

の年になるまでやり通しているような気がする﹂と書いて

連句はジャンルからすれば︑特殊な形にせよ詩にちがい

を持つことが少い︒次に︑詩心を表現する言葉の持ち合せ

いられるのを見付けて︑しめノー︑と思ったものである︒戦

ることを︑私は芸術家という隠れみのをかぶって巧妙にこ

が足りない︒更に言葉の取合せの発想が単純すぎる︒語感

時中日本精神叢書と言うものが教学局で編蟇された︒その

ない︒私は詩人としての資質に乏しい︒まず心のたかぶり

についての反応がない︑等々考え合せれば益々自信を喪失

現在芭蕉をはじめとする先人達の連句を手本にして︑あ

それでもなお連句を続けようとするのは何なのか︒

ない︒戦中派の私は︑こんなことに多分に毒されていたの

しまった︒俳聖などと名付けられたのもこの辺りかも知れ

わび．さび・しほりこそが芭蕉の神髄のように取扱われて

中で芭蕉は世界に誇る高度な日本精神の化身にさせられ︑

やしげに付けるわけだが︑それでも年に二︑三回はうまく

だが︑芭蕉の連句を読むようになって︑又作るようになっ

するばかりである︒

行くこともある︒連衆からも賞められ︑自分でも嬉しい︒

て︑一変した︒

局T

子

この︑年に二︑三回ありやなしやのチャンスを味わいたい
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則

連衆各々が差出す小短冊の中から捌が一句を取上げ治定さ

ま味があり︑作った時すぐ反応を確かめることが出来る︒

のみに堕して︑江戸の点取はいかいに終らせてはならない

でいいではないかと自らを肯定したいのである︒勿論それ

他人様の拍手喝采を期待する下心があるけれど︑私はそれ

思わぬ発想や表現を生むものである︒人間やはり何処かで

れるまで︑わくわくした想いで待つところがいい︒皆それ

のだが︑如何に作法に叶っていても︑一巻を通してこの遊

一句は︑十七乃至十四文字で完結する︒即興を楽しむう

ぞれに自分の付は上出来だと思っているのだから︑いい気

連句は︑限られた枠︑つまりルールの範囲で作る︒遊び

び心の楽しさが感じられない巻は駄作だと思う︒

たのである︒今度こそ今度こそと思いながら︑うまい付が

にルールはつきものである︒ルールがなければ面白くなら

なものである︒豈はからんや隣はもっと良い着想をしてい

出来ず仕舞で挙句に至ることもある︒出来ず仕舞に了った

枠の中にはめこむ操作が煩しいと感ぜられるようであっ

ない︒

しろどうでもよい︒一句一句の付けの過程で丁々発止と取

たら︑それは︑連句を楽しんでいないことである︒煩しい

と悟るのは一巻が終ったあとのこと︒しかし︑それは︑む

組むところが面白いのである︒又︑自分の句が治定したか

と思う人は︑連句と呼ばない新しいジャンルを作られれば

を得ない︒芭蕉には︑それが出来た︒根本的なところで連

に見るや︑連衆の中から差合有りとか︑表現不充分の声が

連句は仲間がなければ出来ない︒人間自分より気の合う

句の楽しさを生かしたかったからであろう︒例えば恋の句

よい︒但︑時に︑ルールを破らねばならない程の興が出る

ものはないと言われるが︑独吟などと言ってみても︑滅多

は︑一句で捨ててよいと言い出した︒恋句を重んじる余り︑

出たり︑捌手の手が入ったりする︒このことは意外と実力

によい巻はない︒ひとり合点でこねまわしているものが多

連衆が付けしぶるようになれば︑一巻の流れがとダこおる

場合もあろう︒その時は︑ぎりノ！︑の線で破ることも止む

い・前句に対して︑﹁よし︑こう言う句が出ては張切らない

から︑無理をすることはないと言う意味であろうが︑こう

養成に役立つのである︒

とね﹂等と言いながら句作する︒その張合とか神経集中が
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その上で道具立を作るのであろうが︑場面の設定は︑名シ

表現をせず︑具象化することの出来る人であった︒まず心

連句のルールの基本は十七乃至十四音字にしかるべき内

ナリオライターのようである︒テレビ映画か劇画で誰かが

言い切れて実行し得る人は︑多くあるものではない︒何が

容を入れることである︒これは何も連句に始まったことで

思いついたような借り物しか思い浮ばないようではいい巻

の状態を芭蕉固有のとらえ方で︑ピシッと仕上げてしまい︑

はないのだが︑芭蕉は︑実に巧みに︑平明な言葉遣いで句

にはならない︒その為には︑人間をはじめとする森羅万象

本当のおもしろさかを知る者のみの特権である︒

作している︒

に︑絶えず関心と興味を持ち続けねばなるまい︒時に斜に

かまえてみることも大切だし︑共に哀しむこともせねばな

①焦す畳にいたく手を焼彫巣
見ぬふりの主人に恋をしられけり晋子

らない︒世間を見る視野が拡がるのではないだろうか︒即

ち連句を続けることの楽しみの一つでもある︒

いえ

﹁多年俳譜好たる人より︑外芸に達したる人はやく入ると

も師の言るよし︑ある俳書にも見えたり﹂︵あかさうし︶

外芸に達したる人は︑何らかの意味で物の本質を把えるこ

﹁ある門人のことをいひて︑かれかならず此道にはなれず

暫

姿半分かくす傘芭蕉

︿打よりて﹀

②笠敷て衣のやぶれ綴り居る桐葉

あきの烏の人喰にゆく翁
︿海くれて﹀

これは芭蕉がイメージ作りの名人であったからに他なら

取付侍るやうにすべし︒はいかいはなくてもあるべし︒

とに習熟している人と言えよう︒又︑

ない︒①の例では︑恋の恥かしさ︑知られたくない︑叱ら

たヌ世情に和せず人情通ぜざれば人不調まして宜友なく

平明な言葉でその場の情景をピタリと言い得て妙である︒

れやしないか︑暇を出されるのではないか等々の不安を︑

てはなりがたしと也﹂︵くろさうし︶

とも言っている︒裏返せば俳譜によって︑世情に和し︑人

心の状態として描写しようとすると︑おそろしく長いセン
テンスが必要である︒芭蕉は︑︵殊に平句の場合︶抽象的な
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間としても出来て行くものだと言っているようである︒

今日我々を取巻く環境の中からテーマを選ぼうとする

更である︒しかし︑一度は十七文字の枠の中で表現してみ

る︒うまく納まった時は︑何やら完結した気分になり︑心
地よいものである︒

ところで︑私達は︑今後の連句での新しみについてどう

時︑まずは事象を分析するのだが︑我々は江戸時代の人々
に比べて︑幸か不幸か︑分析する為の方法とか情報をたく

考えればよいのだろう︒取扱うテーマと取扱う感覚が問わ

﹁師末期の枕に門人此後の風雅をとふ︒師日此道のこ員

さん持っている︒従って複雑な理解の仕方が出来るわけで︑

句の在り方もかかっているように思われる︒先日︑通行人

に出て百変万化す︒しかれどもその境︑真行草の三つを

れる訳だが︑どうなって行くのだろうか︒

をおどして物を盗ろうとしている二︑三人の男があり︑之

はなれず︑その三つが中にいまだ一二を不尽と也︒生前

それ等をどういう形で句にして行くかの工夫に︑現代の連

を見た四人の大学生が正義感から︑捕えようとして︑刺さ

折々のたはむれに俳譜いまだ俵口をとかずとも言出られ

し事度々也・﹂︵あかさうし︶

れ︑中の一人が死亡したと言う事件があった︒こう言う事
件もニュースとして詠みたいと思う︒之を親の悲嘆でとら

﹁先師常に日︑宗因なくんば我々が俳譜今以貞徳の誕をな

又

無常ととらえるか︑社会問題としてとらえるかと言うこと

むるべし宗因は此道中興開山なりといへり︒﹂︵去来抄︶

えるか︑人間の生死の不条理としてとらえるか︑宗教的に

になる︒所詮は︑いずれかを切捨ねばならないのだが︑連

意味不明のものとなるだろう︒勿論連句とて︑前句に適当

とが可能である︒俳句では殆ど不可能で中途半端なものか︑

く五六年も経なば一変していよいよ風体軽く移り行かん

歳旦はいかに仕侍らんと尋ね申けるに︑猶今の風然るべ

﹁去来云︑先師深川をいで玉ふとき野波別に望て来る春の

又

なものがあってのことで︑心用意はあっても︑捨てなけれ

と教え給ひけるとなん﹂︵旅寝論︶

句の場合︑前句の状況によってはそれを生かして付けるこ

ばならないことが多い︒ニュース性の強いものであれば尚
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之等を見ると芭蕉は更に変って行くことを予感していた
ようである︒草体の俳諾とは何であろう︒又︑いよノー︑軽
き風体とはどんなものであろう︒

テーマの多様化︑さび︑しほり︑細みにはおよそ無縁の
若者達の美意識︑語感等々の導入︑口語表現の採用の可否︒
さて︑芭蕉生きて世にあればの感ひとしおであるが︑兎

﹁去来抄﹂抄

それ

陣つ

どろ

づみたるを嫌ふ也︒其外︑巻中に一句二句曲をなせる

し︒只︑溝水の泥土に流る皇がごとく︑行き當り／＼な

どぷみず

又柳糸の風に吹かる曇ごとく︑優をとりたる︹も︺よ

語路は盤上を玉の走るがごとし︒滞なきをよしとす︒

ばんじゃうとどこほり

去來曰く﹁句に語路といふ物あり︒句走りの事也︒

︸﹂プつ

て支考は教へらる塾︑尤さとし安し﹂︒

︵最︶︵諭︶

是なり︒風情と謂ひ來るを︑風姿・風情と二つに分け

とて︑今の句に直し玉ひけり︒支考が風姿といへる︑

まだ句の姿をしらずや・同じこともかくいへぱ姿あり﹂

初は﹁唯子のうろたへて啼く﹂と也︒先師曰く﹁汝い

はじめ

妻よぶ雄子の身を細ふする去來

きじ

去來曰く﹁句に姿といふ物あり︒たとへば︑

(1)

句は有るべし︒夫ともに語路の澁りたるは悪し︒是等
いってほか

は一手の外也一︒
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も角も連句︑楽しむべし︒先程︑机上に届いた文音の返事
を︑書こうと思うのである︒

'li

蕉門俳譜本質への回帰

柚木治郎
連句の復興が叫ばれて久しい︒世の多くの人々からは異
端視され︑夏炉︑冬扇のように思われていたが︑漸く再興

な形式や難解で高踏的な詩語の操作による実験と営みがあ
ブ︵︾Ｏ

更に愁うべきは︑中道伝統派の式目のひとりよがりの模

索と新形式発掘への傾斜氾濫である︒

いずれもが連句を愛することに端を発していながら︑今

後の連句再興機運飛躍の妨げとなることは否めない・

ここで改めて蕉門俳譜の本質への回帰を提唱したい︒

蕉門俳譜の基本を貫くものは﹁風雅の誠﹂であり︑芭蕉

しかし︑これからが胸突八丁の正念場である︒まだまだ

るその貫通するものは一つなり︒しかも風雅におけるもの

宗祇の連歌における︑雪舟の絵における︑利休が茶におけ

が﹃笈の小文﹄で記した有名な言葉﹁西行の和歌における︑

前進をはばむ要因が立ちはだかっているからである︒現在

造花にしたがひて四時を友とす﹂の通りである︒

の兆しが見えはじめてきた︒

は興隆への意識の結束により一応の平静さは保っている

また一方︑連句は複数で興行されるのが通常であり︑複

数の座であることからして︑スポーツやオーケストラを︑

が︑流派による多様化傾向が懸念される︒俳句結社ほどで
はないにしても︑それぞれの主張が異れば︑当然予想され

より魅力あるものにするためにルールやきめごとがあるの

当然といえる︒﹁歌仙は三十六歩也︒一歩もあとへ帰る心な

る課題であり︑あえて連句懇話会の絆を強めるためにもこ

まずは︑連句形式︑式目についてである︒

し﹂二三冊子﹂︶で代表されるように︑つかずはなれずの変

と同様︑ガイドラインとしての式目があるのは有効であり

片や末梢的で煩墳な式目細則をも墨守し︑古格強制の形

化をしあいながら︑魅力ある創造前進のための︑そして一

の槁をすすめることとする︒

式への執着を示す旧派があり︑片や一部新派の人々の破格
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巻の調和のための式目であらねばならない︒
ここで重要なことは形式のための形式︑式目のための式
目ではないということである︒

あくまでも﹁風雅の誠﹂の詩を責める形式でなければな

にも︑実作的にも本質を捉えた骨法を普遍的に統一し︑こ

れがなければ連句とはいえないというようなぎりぎりの明

解︑単純化したルールを早急に確立することの方が︑現代

連句隆興の地歩を確乎たるものにし︑更に前進させるため

かに再現するかにある︒その付句の一句一句がすべて完成

例示をしてみると︑まず花は﹁風雅の飾り﹂として重視さ

説得力を強めるためにも︑ここで代表的な見解の相違の

にも重要なことではないか︒

された文学作品でなければならないし︑一は前の一と合体

れ︑賞美の対象として詠まれるもので﹁俳譜無言抄﹂に﹁連

らない︒その真髄は︑前句を如何に解釈し︑その余情をい

して新たなる詩的創造の世界を構成しつつ連衆の主観が統

俳に花といふは桜のことなり﹂とあり︑﹃華筏﹂では﹁花は

いう語には華麗さがあるが桜といったのでは賞美感が湧か

一されて︑一つの大きなテーマを︑あるいは人生を詠い︑

これらの総合したものが︑またよりよき芸術でありたいと

ないというものである︒しかし︑百韻の四花のうち一つは

桜とおもひてただ花とのみ作るべし﹂とある︒これは花と

するものである︒そして連句は創作と享受︑作者と読者の

﹁さくら﹂を詠むという由来を思い合わせれば︑あまりこだ

あるいは時代相に対して鋭く批判していくというわけで︑

一体化された文学ともいえるのである︒

理に堕ちた式目固随の制約は詩性を抑圧し︑風雅の誠を責

は︑ひいては現代連句の隆興を妨げることこと必定であり︑

て︑流れが停滞したり︑詩的構成が歪められたりすること

句いずれにもあって︑花の定座に用いられるというものと

味で用いられる花を正花としており︑正花は季の句︑雑の

限定せず︑ひろく花やかなものという抽象概念で賞美の意

一方﹁正花﹂説は︑連句ではただ﹁花﹂といっても桜と

しようか

わる必要もない︒

めるうねりを︑流れを堰き止めてしまう倶れなしとしない︒

している︵春ｌ花車・花衣・花の姿︒夏１余花・若葉の花．

そこで︑あまりにも旧式な瓊末な式目や規則に煩わされ

即ち旧随に執するより︑小異を捨てて大同に会し︑俳論的
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場︑其時︑其人︑三つであって︑前句の場所︑前句の時刻︑

時節︑前句の人物を見定めて︑同趣︑同意︑同想︑同義に

花莫産︒秋ｌ花火・花踊・花もみぢ︒冬ｌ帰り花・餅花︒
雑ｌ花聟・花嫁・花鰹等々︶が︑むしろ蕉門の俳譜の花の

付けの作法の各務支考﹁七名八体﹂説にしても︑支考に

陥らぬための付句を考えることの制約なのである︒

ることから︑こぼさないのが原則である︒このことからし

ついては芭蕉の説を忠実に伝えていず︑自説を交えている

座の多くは﹁春﹂であり︑花の定座は︑こぼすと折端にな

て︑正花の他季の花は殆ど用いられないのが形骸化されて

との見方もあり︑芭蕉の定説とは認め難いのである︒いず

は自らの経験と天分から輪廻や観音開きを避けることに努

よって一部うけつがれて現代に及んできてはいるが︑芭蕉

を境に芭蕉時代以後は︑もっぱら歌仙形式が主流となった︒

るが︑俳諾の連歌は百韻が正規とされていた︒しかし元禄

歌人三十六歌仙の由来に発していることはよく知られてい

なかつかさ

ここで︑なぜ芭蕉時代は歌仙形式なのかの素朴な疑問に

れにしても︑付けと転じのあり方の便法にすぎない・

いる実状である︒というのが私論である︒
次には︑立花北枝が三年がかりで原理化し︑︑十二例を図
式化し︑芭蕉にも見てもらったという﹁付方自他伝﹂の自
他場についても︑江戸蕉門の﹁付合十体﹂にしても︑転じ

触れておかねばならない・

めたといわれ︑自他伝や十体を承認した事実はないのであ

百韻︑五十韻は一句一句に精魂をこめるには︑やや長すぎ

歌仙の名は︑藤原公任選の人磨以下中務までのすぐれた

る︒﹃連歌新式﹄の輪廻︑遠輪廻にしても︑匂い付の蕉門時

るところから︑歌仙形式が歓迎されたといわれている︒

の原理︑先蹴の教えとして参考になると︑蕉村︑白雄らに

代に通用していたとは考えられない︒

今日連句を巻く場合でも︑歌仙形式が適当と思われる︒

その理由は︑まず歌仙ならば︑芭蕉や蕪村ら先師の規範作

要は︑いずれも﹁あとに帰る心なし﹂の観音開きのいま
しめの便法にすぎない︒輪廻は︑連歌時代の物付の禁則で

品について学びやすいからである︒

また客・主人の挨拶にはじまり︑二花三月の定座︑恋な

あったのに対して︑観音開きは少々ちがって俳譜的な︑謂
わば︑形の上でのことであり︑一体︑案じ方の基本は︑其
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ども折によって変化をもたせ︑付けと転じの森羅万象︑人

ことになる︒さらに変化形式としては︑世吉︑五十韻︑三

すでに連句形式の正式を百韻とすると略式は歌仙という

よよし

事万般の要素が︑序破急のうねりをもって巻き揚るのに最

っ物︑源氏︵帥句︶︑首尾︵岨句︶︑箙︵別句︶︑七十二候︑

えびら

も理想的な形式として適しているからである︒

句︶︑十八公︵ｎ．８の一折︑表に月︑裏に花︶︑

半歌仙がある︒さらには︑支考発案の長歌行︑短歌行︑表

米字︑易︵

よれえき

の難解な詩語の羅列など︑俳譜自由を放窓の弛みと誤解し

合せ︑本式十句等々︒

にも拘らず︑新派による西洋古典詩の模倣形式や新傾向

ての独善的な逸脱︑そして没入がある︒

いまこれらを解説しようとは思わない︒これらの連句形

式の多くが︑すでに形骸化し︑風化が進行している中で︑

行事中心の曲折から︑人事生活様式の変化︑複雑化多様
化していく世の中への対応等︑めまぐるしい現今であれば

先人が築いた名実共に定着し︑最も連句の本質に相応しい

をてらって混迷を生もうとしているのか︑歌仙に対する冒

こそ歌仙が尊ばれ︑昭和俳譜の歴史的意義も︑しっかりと

さらには︑私が中道伝統派と名付けた諸氏の一見真蟄で

涜にほかならない︒連句の隆興を希うならば︑正しく歌仙

形式の歌仙がありながら︑なぜいま︑われもわれもと新奇

はあるが奇妙な動きである︒簡素化への努力ならいざ知ら

を規範に継承すべきである︒生活様式の急速な変転︑ハイ

残せるというものではないか︒

ず︑同字全句去りとかの式目の模索︑これは煩わしさへの

化が加速することが予想される今日︑単に時間が足りない

テク︑ニューメディアの発達により︑むしろ省力化︑効率

また︑最近は秀を競って氾濫しはじめた︑連句新形式発

として理想的な原型を萎縮歪曲させることは許されないの

逆行でしかない︒

掘への試みの傾斜である︒時間の制約がそのトリガーであ

ではないか︒

の単純明解︑簡素化と単なる便法のために歌仙型式を空洞

蕉風俳諾の基本を踏まえた︑風雅の誠の詩としての式目

り︑十八句を中心としたバリエーションであるが︑連句の
醍醐味を次代に伝えるのは歌仙が理想形式であることを忘
れては困るのである︒
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化してはならないというのがささやかな私論である︒
また︑連句をやっていれば連句に向かない発句と向く発
句があることがわかる︒即ち主体的で独立性の強い地発句
と立句である︒前者が俳句である︒われわれは︑いのちを
削る思いで俳句を作ると同時に︑俳句の源流である連句に
も心血を注ぐ︒連句を現代に隆興させたい一念である︒
先端に咲いた花を愛するのみで︑枝や根をかえりみない
態度はとりたくないのである︒

﹁去来抄﹂抄

先師曰く﹁︹附句は︑︺気色はいかほどっヌけんもよ

し︒天象・地形・人事・草木・虫魚・鳥獣の遊べる︑

其形容みな気色なる﹂と也︒

支考曰く﹁附句は付くるもの也︒今のはいかいつか

ざる多し﹂︒先師の曰く﹁句に一句も附かざるなし﹂︒

去來曰く﹁附句はっかざれば付句にあらず︒付き過ぐ
やまひ

る︑病也︒今の作者附くることを初心の業の様におぼ

え
えかへつ
へて︑却て附かざる句多し︒聞く人もまた︑間へずと

○

わが
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(2)

人の謂はむことをはぢて︑附かざる句をとがめずして︑

L−一

能く附きたる句を笑ふやから多し︒我間けるとは格別
也

第三回連句懇話会賞・発表

選考所感
選考委員長岡本春人

一三篇︵この中にはグループ推薦分二篇あり︒︶のリスト

のほかグループ選上位でこの二篇以外の作品六篇を参考

として付記してある︒いわば資料Ｈは第一次予選通過作品︑

資料口はそれを絞った第二次予選通過作品である︒

最終選考はこの資料口を対象とし︑選考委員は予め各五

篇︵原則︶を選考するとともにその選考経緯をそれぞれメ

モした文書を︑この日︑相互に交換し︑その上で意見を開

が︑この数は五九年版年鑑掲載作品即懇話会賞対象作品数

これを調整すると実質七○篇がリストアップされている

四篇︑幹事選は四九篇に及ぶ︒この中には両者重複があり

めたリストである︒これによるとグループよりの推薦は五

八グループからの推薦および幹事一四名の選考結果をまと

全国各連句グループ︵以下グループという︒︶七○のうち二

は最終選考のための二つの資料が送られていた︒資料Ｈは

開催した︒当日までに担当幹事より各選考委員の手もとに

︵土︶午後一時から︑市川市今泉ビル六階の市川俳譜教室で

を念頭に行った︒また︑難解な古語故事を街ったり生半可

季︑雑︑情︑場の句が片よらず︑三句のわたりのよい作品

の有無を基準とし︑一巻に必要な要素がまんべんなく出︑

のよさ︑品格︑また時代感覚への適応︑鑑賞上の魅力など

さて︑私自身は選考に当って連句の基本である変化展開

″﹁水を射て﹂岡本春人捌連句かつらぎ

″﹁日は天に﹂国島十雨捌獅子門

佳作﹁名月や﹂暉峻康隆捌くのいち連句会

連句懇話会賞﹁十鴉﹂白燕連句会

句懇話会賞は次のとおり決定された︒

陳︑白熱した論議を重ねたのである︒その結果︑第三回連

一三五篇の過半数となり︑昨年と同じく﹁票﹂が割れたこ

な流行語︑新しがった事物を弄ぶ作品はこれを避けた︒連

第三回連句懇話会賞の最終選考は昭和六○年五月十八日

とを示している︒次に資料口は幹事選で二票以上得た作品
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︵東京義仲寺連句会︶︑﹁冬木立﹂︵白燕連句会︶および﹁時

阜高連句会︶︑﹁名月や﹂︵くのいち連句会︶︑﹁しぐれの宿﹂

ことが大切である︒このような視点から︑私は﹁春祭﹂︵岐

句とは何よりも読みすすんでゆく興味がなければならない

この際︑各グループから前向きなご意見を寄せられること

賞の選考方法について︑よりよい方法もあるのではないか︑

の席上でも述べたのだが︑現在まで三回に及ぶ連句懇話会

選考会でも話題になり︑かつ六月九日の第四回全国大会

情

を期待したい︒

選考事

片瓢郎

雨るるや﹂︵芭流朱連句会︶を以って最終選考に臨んだが︑
結果は前記のとおりであった︒次に入選作についての概評
を記す︒

選考委員

の扱い方︵こなし方︶二○％︑変化展開のための表現技術
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﹁十鴉﹂の巻四吟の文音であるが︑情景相和し変化に富む︒
橋間石先生の薫陶の程が偲ばれる風格がある︒
﹁水を射て﹂の巻二十三名の連衆の調和がとれ︑序破急の

句が続きすぎたり︑三句の渡りの差合もある︒

の優秀さ二○％︑詩情︵余情︶の充実二○％とウエイト配

私の選考基準は式目の遵守程度四○％︑時事︵現代性︶

﹁日は天に﹂の巻各務虎雄先生の句碑除幕記念の脇起り三

日親疎︑情景ほどよく配置され︑逃句の緩を楽しむ︒

にしたい・

口片仮名の連続多用は新味あるも情緒損うため三句以下

越は認める︒

Ｈ表六句の禁忌︑月︑花の扱い方は注視したが居所の打

合した︒やや具体的には︑

い一巻である︒

た変幻自在の俳譜味の横溢した付味の利いた︑読んで面白

﹁名月や﹂の巻七吟の女忍者ならぬくのいち振りを発揮し

手の苦心が偲ばれる︒

十五吟であり︑獅子門の伝統のある古典的風格が漂う︒捌

呼吸もよく︑変化展開も面白いが︑興のあまりカタカナの

阿

四季句独立句としても佳吟にして余韻と香気あるを尚
ぶ︒

⑤意外性︑滑稽に溺れず哀れと平凡をよしとする︒恋句
は粘っては不可︒

点検の二つがある︒前者は通読して新鮮か否か︑俳譜性が

あるか︑詩情余情の濃淡など現代連句の本質に照らし味読

するのである︒後者は殊に表六句の貫録︑月・花・及び恋

句の良否︒三句のわたり︑景句・人事句の按配︒雑句の活

という態度で選考に臨んだ︒その結果︑﹁十鴉﹂は酒︑時事

式目性三○

でも部分であって全体の流れに棹さしてはなるまい︒なお︑

躍︑時事句の適否等々の点検である︒しかし部分はあくま

なく恋淡きも花の二態秀吟その他情景相和し一位とした︒

意度である︒このような基準により次の五作品を選考した︒

内月花同一人重複は厳に避けたい︒

﹁水を射て﹂は差合数ヶ所あり︑病体︑酒なき難あり︑また

﹁春浅し﹂︵都心連句会︶は水の流れの如き変化あり︑一

い︒全体として抑揚あり︒ただ月を再度引上げ︑しかも同

七○％は元来の私の留

片仮名やや多出せるも︑花の大胆︑時事直視はよく︑二六

句一句に洗練さあり︑殊に表六句は余情を揺曳して好まし

月三句類想を破り時事︑酒︑病体︑神祇滞りなく情景均衡︒

作者であるのは要注意︒現代連句の軽妙さもあり賞に値す

四○％︑その他六○

名という衆楽の範・﹁日は天に﹂は居所近似句あるも介せず︑

よって﹁水を射て﹂﹁日は天に﹂を二位とする︒三︑四位は

る︒﹁冬木立﹂︵白燕連句会︶は全体の流れのきびきびとし

鮮味あり︑俳譜味あり︑同じく佳作に推す︒

月や﹂︵くのいち連句会︶﹁南天の実﹂︵あした連句会︶は新

り︒佳作としたい︒﹁しぐれの宿﹂︵東京義仲寺連句会︶﹁名

た起伏ありユーモアあり︒但し部分としては差合数ヶ所あ

ない︒

部分より総括的評価

選考委員今泉宇涯
選考即鑑賞基準として︑全体を通読しての評価と部分の

33

作概評
選考委員大林杣平

予め配付された資料口に基き︑最終的には六篇を選んだ︒
以下︑年鑑掲載順に概評を記す︒

概ねよいが季句が望ましい︒花はいま少しく変化のあれば

とも思うが⁝⁝︒月はおもしろし︒

﹁水を射て﹂︵連句かつらぎ︶発句︑脇︑第三︑転じと形

よるし︒花︑月もよく序破急難なし︒然し恋やや弱く︑三

句目の転じと差合難多し︒
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脇や
やや
や難
難あ
あいり ︑第三の転じ不十分
﹁頬杖﹂︵鹿の会︶発
発句
句対脇
なるも花はよく︑序破急の流れ無難︒
﹁日は天に﹂︵獅子門︶表︑第三の転じ概ねよろしく全体
の流れもまあまあ︒三句目の転じと差合難あり︒又︑場が
連続しているなど一考を促したい︒
﹁置火燵﹂︵湘南吟社︶表六句よく︑花︑月もそれぞれ好
ましい出来︒三句目の転じと差合に難があるのと恋の句に
弱さがあるのではないか︒

﹁春寒﹂︵都心連句会︶序破急よるし︒花︑恋とも佳︒最
も問題とすべきは月の座を一作者が二句を占めていること
で︑戒心せねばならない︒

形

補

﹁十鴉﹂︵白燕連句会︶脇の留字に難あり︑第三への転じ

刑

、

尾

候

第三回連句懇話会賞
ハ神戸・白燕連句会

歌仙亨十鴉﹄
十鴉に十の声あり初霞
水餅の水なみなみと張る
匂いたつ紺の緋の際立ちて
磨きこまれし稽古場の床
前後左右に虫すだくなり

明月を仰ぎてしばし言葉なく

屈託のなき児らの道草

ゥ矢先から露零したる武者案山子

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
いつ出来るとも知れぬ編物
ひとり居の心楽しき年となり

月の朧を纒い寝る鹿力

ふもとより咲きのぼりゆく花の色道

都踊りの出番待たるる巽

ナォジーンズをはいて素顔にもどりけり遊

轆轤にのせる手すさびの土道
千年の夢封じたる壷の出て力

朱雀大路を夏燕飛ぶ巽

身一つを研師にやつす佗住い遊

芝居見たさにテレビ買い替え道

暫くは浮気の虫も静まらん力

おこがましくも袈裟をまといて巽

敦盛の首洗い池濁りたる遊

写真に入りし土地の赤犬道

歯を出して笑えり月は雲の裏巽

コスモスばかり乱れ咲く庭力
ナゥ薬草を煎じる匂い秋深む遊

流儀まもるは信仰に似て道

蓉一↑朋什菫甲雷︵文音︶

うれ

当代も槍一筋の頑固者巽
末の娘の殊にやさしき力
暁に消え残りたる花篝遊
巣立の近き烏ごめの梢道

蹄銅唖丼
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’

小さき石の水輪ひろがる
忽ちに寄進の瓦万を越し

遊
遊巽遊道力巽遊道力巽遊

−

道力巽

千

第三回連句懇話会賞佳作

暉峻桐雨捌

眸

八東京・くのいち連句会ｖ

歌仙育石日脚や﹄
名月や見しらぬ顔もちらほらと

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

竿竹売のながす片町

ナォたらの芽をならべる縁に日ざし伸び

島沈む噴火のニュース生々し

あくびかみかみ語る初恋

野馬追の武者を今日だけちょっと惚れ

日ざかり署し峰の笠雲

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

六本木原宿あたり灯がともり
差額ベッドもこれでお別れ

波立ちさわぐ秋の海原

仲麻呂がふりさけみれば月暗し

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

︵船・四谷︑内山宅︶

昭和五十八年十月十一日首尾
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露にぬれつつ萩の燧道

到来の松茸飯のよく炊けて

風が頁をめくる絵日記

浦苑花雨

桐鶴吉眸光紫司桐女女

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
ワおとがいが尖って見える夕あかり

勤行終えて内庭を掃く

甘くちの酒は好まぬ村の衆

仲人ぬきで睦みあう床

初あられ冷たい足をなでてやり

急いでくだる川添いの路
野天風呂肩しずめれば月も揺れ

ひと山もえる奥飛騨の秋
口あけてあけびは人を呼ぶならし

光紫司桐
鶴吉

桐鶴吉眸光紫司桐鶴吉眸光紫司桐鶴吉眸光紫司

第三回連句懇話会賞佳作
八岐阜・獅子門ｖ

各務舩菟前道統句碑除幕記念

脇起歌仙﹃日は天に﹄
国島十雨捌

舩菟
芦月

日は天に夜は五月の風あをし

睡蓮たたむ庵の古池

北勢子
大智坊

綏軒
啓秋
輝夫
禎子

瞑想やぶる玄関のベル
鉾杉の鉾を離れし月の影
露しとどなる畦ったひゆく
松茸も栗も出て来るかやく飯
金︑︾の眼にうづくまる猫

和子

まなこ

街道筋に噂ふりまく

朝湯からしなノー︑戻る化粧焼け

綴

田

の

一

つ

一

つ

に

月

置

い

とくを

一宙必

修復されし山の尼寺

ろ

す塾けたる廣貫堂の薬箱
こ

ぬすびと萩も萩のうちなり

し

橋のたもとに臨時バス停雅秋

石に座れは蝶のもつれる三洲

庄川のダムをいろどる花吹雪寿仙

ナォ春愁はポヶットパークの時計台朱雀
ゲートボールのスティックを買ふ一樹

尻ふって電車の走る城下町頼差

灸では効かぬ恋の患ひ緑峰

牛のごと寝物語りを食み返し旭子

早白々と明け易き窓菊枝

幾支流蒐めて大河夏海に靖子

菰樽届く金比羅の宮柳之助

故郷の訓りではづむ国自慢幸子
同期の兵はみんな老いたりせい

ベランダに佇ちまんまるの月を見る牧鹿
またたび

轡虫鳴き鈴虫も鳴く敏子

ナゥねつかれず木天蓼酒をとり出して充彦

撃墜事件のニュース伝はる菊代
山桐の片減りしたる重き下駄道雄
ボタンを押してタバコ求める雄雲

連塔の藷もゆる糸遊十雨

黄山の峰遠くして花の雲静風

昭和五十八年十月三十日首尾︵齢・獅子庵︶

u〃

たっぷりと墨の香筆にふくませて

て

五月
陽山
小波
笹舟
いも

茶うけにと湯気のたつ甘藷運ばるる
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第三回連句懇話会實佳作
八西宮・連句かつらぎｖ

連句かつらぎ三十五周年記念

歌仙﹃水を射て﹄

水都子

青畝
春人

岡本舂人捌

瓢々乎たり炎天の雲

星女

水を射て沈むことなき草矢かな

宮殿の庭孔雀遊くり

無涯子

めいめいに新茶の茶碗運ばれて

朱の房垂るる郡郭の籠

リキヱ

家元の来られしお能月の宴

須麻

草介
時子
由子

消すすべもなき恋の刺青

ゥ萩を刈りかつらぎ庵に巻く歌仙
ふるさとよりのカルカンの味
思ひ出は遠し文がら燃やしつつ

元子
且鹿

西浦綾子

早太

山崎綾子

寒月かかる祖谷の吊橋

あとつぎもなしと炭窯守る翁
馬子唄の鈴だんだんに近づきて

村を二つに割りし政争

掌を重ね思惟したまへる地蔵尊

凧の骨にと竹をさくなり胄穎

ファッションのボロボロルック花盛克代

小枝に烏の巣がしっかりと蓉子

ナォサバンナの果ての大きな朝の虹美代子
シャッターチャンス片目こらして泰子
Ｖサイン高くタラップかろやかに双葉女

祖母のピアノのモザイクの艶丹花

留学の浩宮さまインタビュー時

起居のたびにほのと誰が袖山崎綾子

お祭りが好き下町の女の子花

フレンチキッスお帰りなさい代
猿石の鼻の欠けたるていたらく星

三方正面活ける賀の菊無

借景の山に月代濃くなりて鹿

大蔵王堂修理成る秋穎

ナゥ家計薄のつじつま合はす掘炬燵元
溢るる柚湯ひとりたのしむ西浦綾子

真珠貝はぐくむ潮の透き通り泰

瑠璃の鱗の桜鯛にて麻

花筵五味八珍をひろげつつ多河史

木の芽の雨に濡るる双塔太

ドホテル︶

昭和五十八年六月十八日首尾︵齢・宝塚グラン
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回顧
連句界の一年

宇咲冬男
五十九年の連句界は︑創立四年目を迎えた﹁連句懇話会﹂

の発展を軸にして︑連句グループの拡大︑連句専門誌︑芭

たため大賞なし︒︿さくら咲き﹀市川俳譜教室・今泉宇涯捌︑

︿立春﹀信州大連句会・宮坂静生捌︑︿天行や﹀俳譜寺芭蕉

舎・窪田薫捌の三作品が佳作受賞した︒また会報も順調に

発行され︑特に地方の連句作品の発掘に力が入れられたほ

か︑連句を次代に伝承するための表記・文語・口語などの

言語問題について︑三回にわたって特集された︒また︑作

にぎたえ

品の批評︑鑑賞の開拓にも意が用いられ︑紙面の充実が著
しかった︒

トピックとしては︑五十九年度の蛇笏賞を句集﹃和拷﹄

して連句実作に手を染め︑俳誌﹁白燕﹂で連句の普及にっ

蕉などの俳譜に関した研究書︑入門書の発刊に加え︑連句

﹁連句懇話会﹂は五十八年十一月十九日に俳句文学館で第

とめてきた︒その主張〃俳譜自在″から生まれた﹁和楮﹄

の作者橋間石が得たこと︒間石は英文学者である一方︑芭

二回総会を開き︑連句界に多年の功労のあった京極杜藻・

は︑龍太ら五人の選考委員をして〃俳味抜群〃といわしめ

作品集そのものが句集のように市販されるなど︑〃連句壇〃

清水瓢左・阿波野胄畝の三氏を名誉会員に推し︑記念品を

た︒全部の選考委員が受賞者と一面識もなかった︑という

蕉の俳譜に傾倒し︑義仲寺無名庵十八世・寺崎方堂に師事

贈って表彰した︒五十九年二月二十五日には京都大会を〃か

ことも異例だが︑連句人の句集が蛇笏賞を受賞した意義は

の形成が思われた︒

んぽｌる京都″で開催︒同六月九日︑東京・芝増上寺会館

大きい︒

席で興行した︒この大会で︑第二回連句懇話会賞の発表が

郎の連句専門誌の﹁連句研究﹂が五十九年三月で創刊一○

また︑連句研究と現代連句の普及の口火を切った阿片瓢

にぎたえ

に一五○人の連衆が参加し第三回全国大会を開催︑二一俳

あり︑懇話会賞は︿野分﹀草茎・宇田零雨が受賞を辞退し
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年を迎えた︒瓢郎の連句に対する調査研究︑実作指導理念
は︑俳誌﹁渋柿﹂の名編集長時代につちかわれたもので︑
﹁連句研究﹂が﹁連句懇話会﹂発足の核になったといっても
過言ではない︒その﹁連句研究﹂に続いた東京義仲寺連句
会の﹁杏花村﹂は五十九年十二月で通巻九十六号︑また︑

五十八年六月創刊の東明雅の﹁季刊連句﹂は第六号とな
り︑五十八年十月には都心連句会︵清水瓢左代表︶が︑
やはり季刊で﹁都心連句﹂を創刊︑四号を重ねた︒これら
の連句誌には主宰者の連句に対する考え方が表出され︑実
作発表中心の岡本春人の﹁連句からっらぎ﹂︑俳誌である一

方連句の指導︑作品発表に意を注いでいる阿波野青畝の﹁か
つらぎ﹂︑宇田零雨の﹁草茎﹂︑宇咲冬男の﹁あした﹂︑小松

崎爽青の﹁かびれ﹂︑沢田芦月の﹁獅子咄﹂︑徳永山冬子の
﹁渋柿﹂︑美濃豊月の﹁正風﹂︑橋間石の﹁白燕﹂︑竹中碧水

史の﹁砂丘﹂︑今泉宇涯の﹁市川俳譜教室﹂なども︑活発な
活動で実作者を増加させている︒そして﹁秋﹂﹁蘭﹂﹁陸﹂﹁木

語﹂﹁畦﹂﹁寒雷﹂などのように連句や俳譜に関連した記事
を載せる俳誌がふえてきたのも注目される︒
さらに︑五十九年五月開催の国際ペン東京大会の分科会

﹁東西の文学関係ｌ現代世界における日本文学﹂のテーマの

中で︑大岡信が連歌︑連句にふれ︑アメリカの詩人トマス・

フィッシモンズと英語で共同制作した連詩集﹁揺れる鏡の

夜明け﹄などを具体的に説明︑参加した各国の詩人たちか

ら強い関心が示され︑共同制作というサロン文学形式の連

句が︑個の文学となった俳句よりも︑欧米の文学者に実作

への意欲をうながしたようだ︒

●●●●

もう一つ︑自分も連句を実作する井上ひさし作の歌仙仕

立てによる芭蕉の一代記﹁芭蕉通夜舟﹂三十六景が︑五十

八年九月に新宿紀伊国屋ホールで小沢昭一の独演で上演さ

れたことで︑芭蕉の俳句しか知らなかった若い人たちの連
句への興味を誘った︒

出版では︑宇和川匠助著﹃寺田寅彦の連句の世界﹂が五

十八年度第二回高知県出版文化賞を受賞︒神田秀夫論稿集

五﹁現代俳句の台座﹄︵明治書院︶︑井本農一著﹁芭蕉の俳

譜史の研究﹄︵角川書店︶︑鳥居清著﹁芭蕉連句全注解﹄︵桜

楓社︶︑尾形仇・大岡信対話集﹁芭蕉の時代﹄︵朝日新聞社︶︑

金子金治郎著﹁連歌論の研究﹄︵桜楓社︶︑復本一郎著﹃笑

いと謎﹂︵角川書店︶などが注目された︒連句集では︑爾年
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入門書としては暉峻康隆・宇咲冬男著﹃連句の楽しみ﹂︵桐

岩崎利一著﹃松喜久﹄︑木村葉山著﹃松三日實草茎社︶など︒

ムの義賊﹂︵沖積舎︶︑松永静雨篇﹁花見船﹂︵松山連句教室︶︑

︵胄土社︶︑鈴木漠編﹃壷中天﹄︵季節社︶︑窪田薫著﹁ゲー

秀太郎・野坂昭如・丸谷才一・結城昌治の﹃酔いどれ歌仙﹂

品と評論五篇を収録︒石川淳・井上ひさし・大岡信・杉本

現代化︑蕉風の式目をどこまで簡略化できるかなど︑新し

かわり︑十八公や半歌仙やソネットなど︑短い連句形式の

ある︒また︑忙しい時代に三十六句で満尾する歌仙形式に

句はどうあるべきか︑を問われるようになってきたことで

反対に︑〃俳譜に遊んでいた〃連句人が︑あらためて現代連

なんらかの形で連句の見直しを考えるようになったこと︒

連句界この一年は︑連句と近くて遠い仲だった俳人が︑

浄寺で︑都心連句会主催で修された︒

原書店︶が四季両吟四歌仙の実作を示し︑付合の呼吸とルー

い課題も背負ったといえよう︒︵﹁角川俳句年鑑﹂帥年版所載︶

連句年鑑﹂︵連句懇話会︶が全国六二グループ一三五篇の作

ルを平易に書き読物風に出版された︒
マスコミでは︑﹁俳句研究﹂が五十九年九月号で﹁連句特
集﹂︑上田五千石が五十九年七月二十六日﹁読売新聞﹂夕刊に

﹁連句がよみがえった﹂を︑古舘曹人が五十九年七月二十九
日﹁朝日新聞﹂の〃俳句時評〃に﹁連句時代﹂を︑宇咲冬
男は五十九年八月七日﹁山形新聞﹂夕刊に﹁連句の楽しみ﹂
を執筆︒

他に︑岡本春人が義仲寺無明庵連句会を継承︒市川市の
真言宗山王不動院の表参道に市川俳譜教室・今泉宇涯捌の
半歌仙﹁みほとけ﹂が︑白木板に染筆奉納︵昭弱・５︶さ
れた︒また九月二十二日︑根津芦丈十七回忌が新宿区真情
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﹁去来抄﹂抄

つけ

去來曰く﹁附ものにて付くること當時嫌ひ侍れど︑其

あたりを見合せ一巻に一句二句あらんは︑また風流なる

先師曰く﹁一巻表より名残まで一体ならんは見苦しかくし﹂︒
らうくわ

るべし﹂︒去來曰く．巻表は無事に作すべし︒初折の裏浪化曰く﹁今の俳詰に物語等を用ふる事はいかヌ﹂︒去

より名残の表半ばまでに︑物数︹奇︺も曲も有るべし︒來曰く﹁おなじくは一巻に一二句あらまほし︒猿簑の﹁待

半ばより名残の裏にかけては︑さらノ︑と骨折らぬやう人入れし小御門のかぎ﹂も門守の翁なり︒此撰集の時︑

に作すべし︒末に至りてはたがひに退屈出で來り︑猶好物語等の句少なしとて︑﹁糘ゆふ﹂との句を作して入れ玉
句あらんとすれば︑却て句しぶり︑不出來なる物也︒さへり﹂︒
やや卜李子知

れど︑末︐ｆ︑︑迄吟席いさみありて︑好句の出で來らんを去來曰く﹁凡︑吟ある時は風あり︒風は必ず愛ず︒こ

無理にやむるにはあらず︒好句を思ふくからずといふ事れ自然の事也︒先師是を能く見とりて︑一風に長くとヌ

也﹂︒其角曰く﹁一巻に我句九句十句ありとも︑一二句好まるまじきことを示し玉へり︒例令先師の風たりとて︑

句あらばよし︒不残好句をせんと思ふは︑却て不出來な一風になずんで愛化をしらざるは︑却而先師の心に違へ
る物也︒いまだ好句なからん内は︑臆分︹好︺句を思ふり﹂︒
くし﹂︒
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(3)

作

ロ叩

︲連句グループ五十音順Ｉ

特特別
｜
別作
作品
品一

脇起歌仙﹃時烏﹄
時烏消えゆく方や島一つ翁

お国入りする姫の道中

ナォ人生に舂愁といふ情ありて

網渋を干す日和くづれし

松林ありて海鳴りとどろけり

横目でにらむ妻の出っ尻

金塊のセールス電話執勘な

離婚にも適齢期といふ時代です

いとも気楽に流す形代
冷奴豚の蚊いぶし金魚鉢
パートタイマー帰る頃合

烏賊つり船のゆるる灯火阿片瓢郎
夏休みビデオ講義に集りて大林杣平
痩せ谷の蕎麦みのりゆく月と霧わだとしお

月を見る石山寺の式部の間

ワぐい呑に少し熱目に新走り郎
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灰もたまらぬ白き灰皿今泉宇涯
松茸狩の時季だけのバス岡本舂人

ナゥ秋扇河童の皿の薄れたる

むかしを偲ぶ菊の着綿

彼我それぞれの娘年頃平

人間よりもましなロボット

潭の深さの木魂なりけり
宇宙船静かに進む暗黒を

ＡＢＣなどの暗号はやりゐて涯

不夜城の灯が乱反射するお

畔輌壺廿九蓉吐朋澤︵文音︶

九段坂花開けりと宣言し
畦塗り了へてひらく弁当

そのかみのジュクもブクロも江戸の外人

藤村住みし跡の文字あり郎

彙屋根の上に吹かれし寒の月涯
野施行に出る頬かむりする人
師の遣偶を軸装にして服麿す平
ドラムを叩くどら息子にてお

花の雨核の雨とも疑はれ郎
浮かれ猫ゐる病院の窓お

人平涯お郎お平人涯郎平涯お人郎涯人平

八東京・青葉連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃﹃
秋 秋簾﹄
木村葉山捌

ナォ遠足の児の列が行く古蹟みち

餌付けの猿がひょいと飛び出す

操りが大いに客を笑はせて

道頓堀に映るともし火

異国語の氾濫明治遠くなり

小抽斗より匂ふ香水

成らざりし恋を語りて共に老い

笠原てい子

野良猫いつか家に住みつき

三好三稜
有馬壽子
峰尾北兎
木村葉山

松を出て弓張月の歩の速く

背延びして捲き収めたり秋簾

て

稜

切れし草履の鼻緒繕ふ
幾曲りして滝壺へ下る径

山

小店なれども古き薬屋

ナゥ爽やかに今もめ組の男侠

だて

父の忌の日のひねもすの黙

海からの風吹き抜ける涼しさに

峰に鵠す郭公の声

稜

行く春惜しむ入相の鐘

使ふには惜しき百円札溜り
いよいよ明日は定年の旅
短きは花のいのちと碑ミに

昭和五十九年八月首尾船・神田︑信交会

−45

玻璃戸にすがる蟷螂の鎌
木犀のかをり豊かに月今宵

ゥ奥能登のランプの宿に雑魚寝して

だらだら祭やっと済みたる

獄死せし夫が愛でたる古茶碗
クルス刻みしいと小さき墓

兎

篝

尖塔に朝日輝き鳩の舞ひ

て

衣桁に掛けし帯の華やぎ

口笛吹きて水夫過ぎゆく

篝

ま一言

て

稜

山

兎

冬の月捨て煙草火の地に残り

狸汁には蒟蒻がよし

本尊をひそかに売りに出す住持

はったと睨む欠け鬼瓦

廃屋となりし機屋の花の雨
見えかくれして帰る雁ネ

稜山兎篝て稜山兎篝て稜山兎壽て稜山兎

八東京・青葉連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃月明﹄
月明や二夕間を終ひの棲家とし

しみじみと聞く残る虫の音

刈萱の蔽ひ隠せる峠道

木村葉山捌

はからずも観る往年の長二郎

振り分けにしてかつぐ旅の荷

ナォかけこみし同たてこみ遠蛙

小田陽子

誘はれるまま夜店ひやかす

案じらるロスアンジェルスへ嫁ぎし娘

エアロビクスに通ふ毎日
野良猫と鴉争ふ堂の屋根

メロン食ふビル高階のレストラン

パッと消えたるスクリンの恋
峯岸ちか子

お化けいてふのこぼす銀杏

木村芳子
八島美枝子

手を引いて渡る吊橋月昏く

ナォ新築の祝酒酌む小さき宴

ち

紫煙輪にして新聞を読む
花曇り欠伸しきりに座敷犬

緒

芳

来合せて弾くピアノ一曲
灯台へ続く砂浜見渡され

新婚写真壁にかかげて

路地いつぱいにあたたかき風
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長瀬美徒緒

ち

陽

昔ながらの小さき湯治場
筆太に朱施されこけし佇ち

故人少き久さの古里

陽

枝

士地の紬の秋袷着て

ゥ炉煙りに荒神棚の黒光り
狐親子のいつか住みつき
遠き日の思ひ出誘ふ港の灯
半纒はおる細きジーパン

芳

若くして老舗ののれんを守る寡婦

声もからびて渡りゆく雁

夜々の月病室のものみな白く

緒

昭和五十九年八月首尾齢・神田︑信交会

枝

芳

ち

陽

茶の席へつづく飛び石冷やかに

あはあは見ゆる京の山々
行幸のありし大路の花万朶
ボートレースに川は賑はひ

陽枝緒芳ち陽枝緒芳ち陽枝緒芳ち陽枝緒

ハ仙台・青葉城連句会ｖ

脇起歌仙﹁羽子板﹂

入学式は母親ばかり

静かに流れゆく街の川

ナォ琴の音のどの屋敷やら梅若忌

鉄より強し女宰相

この想い人情本にある如し

ブルーインパルス華やかに舞い

対岸の人を走らせ片時雨

不惑を過ぎて孤児と呼ばれる

戦いの空しさのみが残りいて

飯田岳楼
長田雅道
鈴木文男

小野寺妙子

山路をつなぐ赤い吊り橋

祝杯は伏見の酒と決めており

︵文音︶
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羽子板に男体山が降らす雪
笑みこぼれたり春着薄紅
出来立ての鶯餅を頬張りて
鈴木雪美

佐々木志遙

ナゥ北国のたよりを持ちて雁渡る

白露にそぞろ旅心つき

昼の月それらしく見ゆ秋高し

吸いこまれたるアクリル画展

道

佐藤ちよ子

満ちてくる潮にのりたる朧月

十年通うけやき並木路

ワ遅々として地下鉄工事すすまずに

妙
男

なまりの重い歌謡曲聞く
額古き小料理店の志功の絵
去る人送る別れのことば

居直って何も求めぬ日かげの身

美

はらはらと名刹の庭花ぞ散る

遙

小銭数えて夕餉の買物

ち

野守は見たり君が振る袖
金魚屋の声長々と曲り来る

道

昭和五十九年十月十日尾

昭和五十九年一月十五日首

壺のぬくもり舂光の中

道端に咲く黄の草のはな

ネオンの灯今宵名月忘れられ

遙

妙

黒光りする洞の岩肌

美

男

赤とんぼ野風炉やかんに止めて行き

キャンバスの中遍路描き込む

遠がすみ雲まで花の続きけり

ち妙男遙道ち男美遙妙道ち美遙男妙道ち

八東京・あした連句会ｌその一Ｖ

凪ぎの日に注連張り替える夫婦岩
屋根から落ちるサンタクロース

いつまでも金の首輪の赤き痕

耳にからまる犬の遠吠

ナォおぼろ夜に頼光の鬼顕われて
宇咲冬男捌

温泉が突然庭に噴き出でて

歌仙豆﹁
呪 鏡餅﹄
宇咲冬男
大谷幸江

壁の変じて躁狂となる

あつき血潮を蜑終ゆるまで

閑けさを打つ追羽子の音

大いなる時の白さや鏡餅
フィアットのあつという間に馳せぬけて

菅谷ユキエ

手籠に溢るきょうの買い物

枝折戸をそっとくぐりてこんばんわ

二世代の共に住みいて良夜なり

ユ

幸

カンナの朱のやけに目に沁む

堂の羅漢を浮き立たす月
落鮎が旨く新酒の樽空に

﹁吾唯知足﹂雨となりしを

われただたれり

ナゥ濤影の深沈とある枯山水

柳瀬富子
順
ユ

幸

文音歌仙本にまとまる

口ずさみ色紙に筆を走らせて

洛陽を訪ねてふえし花の友

昔も今も風は暖か

舩・熊谷ニットーモール文化教室

昭和五十八年十二月八日首
昭和五十九年六月十四日尾
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田中悦子
白根順子

竹の春なる藪の勢い

ゥ猪は干支をゆずりて暴走し
児玉誉士夫も死ねばほとけに
コーヒーをブラックで飲む銀座裏

悲しく揺れる羅の肩

幸

悦

玉虫の翔びたつ刻をのがしたり

一歩前進百歩前進

代文子

量の月星を抱きて定まりし

わらにお
鋤々とある奥の藁堆

″

樋田初子

芋煮会老若男女賑やかに

拾いし石にまじる銘石

頂
Ｉ

悦

家柄の誇りも綾な花衣

春の障子に動くもの何

順冬悦幸順初悦初悦幸初文初悦幸順幸初

八東京・あした連句会その二Ｖ

歌仙軍耕
﹃一
新児
涼や﹄
新涼やひと粒ずつの雨の音

床の軸かえ月のお点前

宇咲冬男捌

賞に縁なき酒器を洗える暗

ナォ舂望をむやみとふえる登り窯冬

三寒四温はげし海峡白

かくまでに彩の美学を魯山人志

憎みては妬みてはなお虎落笛冬

川島みどり

あるようで無く無いようであるものの千

奈落の底にたまる新札朝

焼けぽっくいはすぐに火の付く正
糸切れしマリオネットの逆しまに千

阿部朝子

宇咲冬男
栗原正代
松澤晴美

醤油の匂う川くりの町

こまやかな真菰の花を賞で合うて
鮎かかり竿のしなりのことのほか

み

雀と鴉仲よく止まる

正

成田淑美

土村みさ子

舩・東京︑江東区芭蕉記念館

昭和五十九年八月二十二日首
昭和五十九年十二月十九日尾

へだてなくうち揃い行く花の道冬
茶を間きてより空のまろやか志

歌曲となりし﹁乾坤﹂の詩志
祝の灯の更けゆく芭蕉記念館悦
こころ情しき風のあとさき朝

ナゥ爽やかに下校の児等の声わたり淑

菊の枕に予後をあずける志

白樺の影をこぼせる十日月晴

別荘番は暇もてあます萩谷悦子

大夕焼けに染まりきりたる
ゥ優勝旗受け若者の並びいし

正

山元志津香

匁︑

ペアで着こなすＴシャツルック

晴

月の夜にお伽草紙をひもどきて

淑

坂本千代子

零余子ご飯の炊きあがる頃

本棚の奥に別れをしまい置き
はらりとおちし旅の絵葉書

秋出水あっという間に家つぶす

千

朝

雪吊の松を池面に石の庭

自衛隊とは何でも屋なり

杉原白帆

神さびて遠くたなびく花の雲

阿蘇の麓を仔馬駈けゆく
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八東京・あした連句会ｌその三Ｖ

歌仙﹃朝の雪﹄

舞い上りたるうるわしき贋

朝の雪すでに踏まれていたるかな

宇咲冬男捌

ゥうそ寒を忘れテレビの﹁おしん﹂視る

糸瓜の水のいつかたまりし

卒寿祝いの樽酒を酌む
広縁に声の溢るる望の月

井上道子

小久保以久

清水千代子

桜沢マサ枝

指呼の間にっと秀嶺を近づけて

鼻につきたるスカートの丈

久

マ

以

伊

伊

此の世に尽きぬ盗人の種伊

ナォ潮腐れ養殖魚みな死にし以

くるくる変る田のくる娘千

白秋のきよらかな歌口ずさみ以

埋火深く灰に還るかマ

どうしても消せない傷の顔の鬚久

夜毎抜け出す掛軸の虎久

借積る冬すさまじき武家屋敷以

とんだところで鉢合せする以

紙の牙振りかざしたるレポーター房

艶をこぽせる紫式部千

芋煮えて用意万端月を待つ伊

両吟の書の匂ふ表紙絵房

ナゥ詰め髪の一握ほどの爽やかにマ

俳譜の道ゆく人に灯をともし久
春の流れのいつか閾けゆく千

風と光りてのぼる階段房

熊谷の堤の花の甦り冬

昭和五十八年十二月八日首

舩・熊谷ニットーモール文化教室

昭和五十九年八月九日尾
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宇咲冬男
斉藤久恵
古沢伊代
河田房江

添乗の女思わぬこともらし
未婚の親となりて悔なく

房

マ

うっつなにまたうたかたに白昼夢

月影を荒々と置く夏芝居

千

梁山泊に無法者群れ

台詞の陰を覗くごきぶり
生芥の積み残さるる雨催い
地面師が来て建つる標札

久

道

花の香の湯気を小窓にこもらせて

明日思わる十三詣

、

八東京・あした連句会ｌその四Ｖ

歌仙﹃歳月や﹄
宇咲冬男捌

鈴木幸

宇咲冬﹃

古き都に熱砂舞い立ち

歳月や磑のくぼみに降る夏日
ロケ隊の機材つぎつぎ運ばれて
中和
一一一沢律

西原山石

ナォ道普請枝垂柳の切られもし和
レコード界は〃泥鰭幾匹″絢

売れっ子の何故か島住みはやり出す幸

汗の匂いをかくす香水冬

何を逃がれて雨にさまよう岩
頬の疵見せて男がいざなえる幸

人から人へ流行るちぎり絵岩

げじげじも飼う長患の床わぶを幸

久々の同窓会にちらし寿司幸

遠く間こゆる谷のせせらぎ岩
そこはかと竹の匂える十三夜絢
蓑虫ひとつたよりなく揺れ律
ナゥ桃吹ける畠の向うに御神殿幸

飛行機雲の直線に延ぶ絢
つくづく広き牧の清明和

二百号記念の﹁あした﹂出るを待ち岩

彩を織りなす春の曙岩

花の門くぐりくぐりて限りなし冬

昭和五十九年七月十二日首

昭和五十九年十二月十三日尾
舩・熊谷一一ツトーモール文化教室
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柴崎絢

渡り初めする福禄の顔
祝宴の吟朗々と良夜なる
忘れ扇の草のむらさき
ゥ秋深みひとには告げず船の旅
パーティドレス凝りにこったり
炎のごとき美酒を含みて唇合わす
たまお

星占いの星座ととのう

超えねばならぬひとすじの道

遺児玉冑重き名を負い世に出でし

西安の城門ごしに蛾眉冴ゆる

寒行僧の故国さまざま

飢え救うチャリティバザーにぎやかに

舞台満目紺胄彩色

毛蔑に風のやさしく花の茶屋

弥生の湖に愁い捨てしを

岩律幸律和岩和律子幸和絢和乃枝子子男

八東京・あした連句会ｌその五Ｖ

ふいに現わる紅毛の人

雲ふくらませ芽吹きたる木々
桜湯の香の満つ部屋の炉塞ぎて

雪解光弥陀の光の降るごとし

蓮見林

岩上千枝子

宇咲冬男

歌仙﹃雪解光﹄

名にしおう観月楼に主おらず

山司英子
大沢好江

宇咲冬男捌

静かになりし秋の浜辺は

加藤田鶴子

ゥ爽やかに少年力士四股を踏み

林
英

日照権の訴訟あちこち英

ナォ暮れ遅き屋敷町ゆくちんどん屋好

入るに入られず出るに出られず千

論よりもあとの楽しみ酒の席千
ウインクをして床へ誘えり田
移り香を吾が愛犬に怪しまれ英

虎落笛誘拐されし若社長好

駅の空地を埋める自転車林

聖書の教え凍てつきたりし田
曽野綾子眼病癒えて講演す好

街騒の人に平らな今日の月千
老いも若きも赤い羽根つけ英
好

好著とう評のうれしき連句集田
目借時とはまさにおかしみ千

ナゥ魚河岸にどっさりさんま揚げられて林
林

いたずらに花は咲き散るわけでなし冬

林

持ち歩きぽろぽろとなる時刻表
おとめは慕情告ぐすべ知らず

好

出羽霊場の眼裏にある

いつとなくルージュの数の殖えて来て

林

昭和五十九年二月九日首
昭和五十九年八月九日尾
舩・熊谷一一ツトーモール文化教室

春意おのずと充てる暁千

郵便受に届く案内冬

あつと結ばる女優・写真家

英

夕顔の開ききったり夏の月

流れ涼しき利根の橋桁

田

千

″

″

北は山道南さと道

行商の荷をかたわらに昼の飯
花浴びてますます夢のひろがれる

制服まぶし新入児たち
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八大阪・あしべ俳譜塾ｌその一Ｖ

歌仙﹃初日﹂
山また雲豊坂のぼる初日なれ

はらから揃ひ屠蘇の盃

片山多迦夫捌
片山多迦夫

鶴

迦

大堀鶴侶
郷三四朗

湖めぐる弥生の旅

えいノ︑と舟曳く声の麗かに

宵月夜みな立寄れる土産店

鶴

迦

後の雛の愁ひ顔なる

式部の素姓よくは知られず

鵺

迦

鶴

迦

一一一

鵺

迦

ワ名残の茶見合といふにあらねども

十二橋それ卜︑恋の物語

秘宝はじめてテレビカメラに

青嵐小鷺は森に見え隠れ
葺ミルクの配膳車来る

有明の弥撒を終へたる尼僧たち

鮭のぼりそむ札幌の川

稲架けて濯ぐ手足に茜さし
一がっくりと病む五十肩とぞ

酒番のおのずと決まる花筵
風土記の丘に烏帰るなり

ナォ拾ひ来ぬ人待ち顔の猫の仔を迦

仏の前にうたふねをする三

このごろは三世家族の珍しく鵺

孫かと云はれ三度目の妻迦

アルバイト昼はサラ金夜はトルコ三

火事の多くは放火なりとぞ鵺
笹子呼ぶ手製の笛の巧みにて迦

遊び育ちし家もダム底鶴

欝陶しぎぽしの花の咲くころは迦

オープンサンドでビール乾杯鵺
西欧の人も胡坐して月を待つ迦

技術交流爽かに成り鶴
ナゥ芋の葉の露にも四界納まりて迦
隅々までも禅林無塵鶴

洛北へペン大会の果てし日に迦

観光客に頼る税制鶴

絵図に画く花の雲とも霞とも迦

弓薬の芽のほぐれそむ朝鶴

雑輌型汁皿稗信服二十畦叩雷舩・故花野憲治邸
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梅多

瀞迦瀞迦瀞迦瀞迦瀞迦瀞迦瀞迦瀞迦瀞夫

迦

みずたまり

ナォふりむいてうかと踏込む潴

大厄の歳過ぎ去れとのみ
腹めぐる臘八粥をも一椀

寒山の背に笑ふ拾得

にぎやかに襖越しなる狐拳

買物多きホステスの昼

天満祭の遠きどんどこ

櫛の歯の折れしをいたく物思ひ

迦瀞迦瀞迦瀞迦瀞迦瀞迦瀞迦瀞迦瀞迦ノノ

ハ大阪・あしべ俳諸塾その二Ｖ

歌仙﹃余花﹄
雨に発ち雨に終りぬ余花の旅

しみた〜畷る新茶一碗

磁石の針の震へ光れる

かはほりの羽根ひるがへす満月に

砂塵を蹴ってゲリラ出撃

独逸東西朝鮮南北いがみ合ひ
新聞・テレビ倦みしこのごろ

ナゥ米寿翁泡盛鯛に眼を細め

さかしき犬の縁に侍ふ

心耳澄ませば雨垂れの音

日の本の一斗百篇とは誰ぞ

苔蒸す巌を渡りゆく蝶

ひねもすの坐禅に咲きし窓の花

昭和五十九年七月一日首
昭和五十九年臘月尽日尾
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谷深は仔麿の声の涼しさに

月暗く北々西へ進む船
秋の夜長を海の伝説
ゥ冷まじく好太王の碑文読み
一度は踏んでみたき大陸
神杉は枯蔓あまた身に纒ひ

今牛若と呼ぶかこの孫

草笛捨てシ交すくちづけ

空青く還暦迎ふ甲子園

月の出汐を秋刀魚大漁

奔りゐる馬も寝そべる猫も肥え

皆酒強き里正．肝煎

打揚げて佐渡練乱といふ煙火

前の北条後の北条

力石南無八幡と彫られあり

吉片
岡山

ハ長野県・梓川連句会ｖ

歌仙﹃春灯﹄
七十の婆なまめかし春灯
連れだち帰る曲水の宴

宮坂静生捌

井口フミ子

福嶋素顔
金井教子
柳沢和子
宮坂静生

竹内正子

田多井みすヌ

海坂に木の芽起しの風吹きて
藪にからます売出しのビラ
月まるし指人形をつくりをり

露の庭石さくさくと鳴る

素

和

教

素

〃紅葉中信号の黄の気短かに

朝昼晩に酒を呑む夫

巣の奥に四匹をりしモモンガー
橋のたもとにできしモーテル
排気ガス浴び抱き合へる道祖神

み

和
素

寝床の上のいも虫体操

皿のトマトの鮮やかな紅

″

山小屋の前のケルンに月かかる
国会のバッヂが泣いたつかみ合ひ

正

和

フ

猫の親子の別れ別れに

花の下きちきちと行くティータイム

春のスカートギャザーたっぷり

ナォ霞立つポランの広場高校に教

指名手配の写真貼る部屋フ

アメリカはハート旋風まき起り素
どこへ行くにもスニーカーはき和
化粧して火事を見に出る四十妻正

だれにも言へぬ想像妊娠フ

となりから来て鶏の卵産む素
夢の中にて手を伸ばしたるみ

ニューメディア技術講習流行しフ

洗濯物のパンツ舞ひくるみ

予定より早く着たる月の客和
鶯釣る竿のつよき引きざま教

ナゥ重文の仏首なき秋の風素

鐘の鳴る丘まなかひにしてみ
きんからかわ

愛用の金唐革の煙草入れ教

都はるみも只の女に素

日劇も有楽町も花の雲生

雪解川に光群がる教

昭和五十九年三月二十一日首尾
齢・長野県南安曇郡梓川村横沢公民館

−55−

一向痩せぬ﹁やせる教室﹂

ナォ日めくりに罠あるごとき四月馬鹿

頃合ひよしとはづす仲人

息子より親が浮き立つ見合して

嬉しさはあげてよかった腕の中

野邊の送りは雪の道行く

知ってしまへば恋は虚しき
海に来て山を見てゐる冬の蟇

住み古りて愚を守ることかたくなに

日照雨やさしく過ぎたる末枯

ローイーソー

ま

英尚義尚ノノ英尚幸尚ま義ま義ま義幸ノ

ハ逗子．あらくさ連句会ｖ

歌仙﹃初冬や﹄
草間時彦捌
草間時
内田英

初冬やこぼれて紅き姫林檎

鵜も寄らずしぶき家主
柳田尚
鈴木幸
北沢義
笠井ま

虫の音乱す一筋の風

飛鳥路は月の出おそく鐘遠く

ナゥしみか︑とマザーテレサの愛を説き

教授収賄警部殺人

夏木立どこまで行っても緑一色

上目使ひははやり申さず

風呂敷をマフラーにする花の冷え

昭和五十九年十一月三日首尾齢・内田家

比翼連理の麗らなりけり
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煉炭を買ひてよろこぶ妻老いて

飴細工溶けよき日和なり

學園の大樹の肩の望の月
灯の色あそぶ卓上の柿
ゥ黒人も呑む居酒屋で秋刀魚食ひ

すがれば厚きジュリアンの胸
このお人プログラマーでグラマーで

鎌倉彫りも切れ目鋭く

水柄酌すんなり置ける釜の前

天神祭月の照る川

孫が出来ても祖父と呼ぶなよ

ぢぢ

大正を今に葭寶の涼み茶屋

諭吉稲造せめて漱石

貰ふなら商品券が有難し

ぼたもち寺に鶯が啼く

見下せば町いっぱいの花吹雪

尚ま幸英幸ま英義幸英ま尚を弘夫宏夫彦

八東京・市ヶ谷連句会ｌその一Ｖ

﹁トマト熱る﹄

夕焼け空に母親の顔

靴音ひヌく通勤の刻

伴野渓水捌

初入選を爽かに聞き

橋本多佳子

阿部喜美子

伴野渓水
岩崎泉渓

徳永佐和女

野口里井
山本朝子
宮下太郎

原宿駅に待てる人妻

朝

井

心に唱す般若心経

迷宮入りの事件重なる泉

ナォ逃げ廻る羊刈られて丸はだか佐

漱石の筆蹟にして疑はし水
かてて加へて弟子の箱書井

ボートに誘ふ夏の終りに朝

蚊柱は延び縮みしつ消え去りて喜

やつあたりされ秘蔵人形佐

何事もなくてすみたるくやしさよ太

女を背負ひ渓渡りする水

人知らぬ山の出湯にハネムーン泉

風もないのに萩のちりしき喜

岩のうへ月を鏡に杭り井

ナシ鹿垣に小さき桶の干されゐて家室翠雨

ひよこ三つ四つ母鶏のあと朝
大黒の色あざやかに蔵の破風佐
電話鳴っても受話器とらざる水
太

硝子戸をすかして見ゆる花の雨阿片瓠郎

佐
泉

建築資金底をつきたり

水

圭皇口

昭和五十九年九月二十二日首
昭和五十九年十月二十一日尾
舩・港区阿部喜美子宅︑新宿区伴野渓水宅

昼から飲みて暮るる春の日太

シベリヤの宿舎を照らす寒の月
っららが落ちて肩に怪我する

太

朝

井

自動車の上に陽炎が立つ

天目の茶碗一個を売りにだし

ラブホテルちよびひげ生やすきざな奴

ゥ都会にも鴫くる森の残りゐて

新月の希望に満ちて生れける

開発地はずれの白き家にして

トマト熱る慨怠愉しみゐる時も

仙

奉公にだした子供を忘られで
お国なまりがふっと出る宵
隅田川うらうらと散る花の影
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歌

八東京・市ヶ谷連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃雪渓﹄
雪渓のかなたの巌木魂せり

這松くぐり遊ぶ雷烏

散文とまがうばかりの詩を書きて

伴野渓水捌

徳永佐和女

伴野渓水
岩崎泉渓
宮下太郎
野口里井
橋本多佳子

毎日替へるネクタイの数

もみじ散りしく汐入りの池

月の海岬燈台廻りゐる

阿部喜美子

山本朝子
太

水

太棹にのる恋の道行

ゥまとまりもなき事思ひ秋夕べ

パートで通す西友のレジ

切りまはす世帯やつれの女房にて

井

泉
佐

灯明あげる朝の仏壇

本持ったぎっくり腰がまだ癒えず

顔見世の興奮さめず月の道

朝

蝶を蒐める片意地の人

海女の亭主が水仕事する

泉

太

水

一旦ロ

着ぶくれてゐる国電の混み
はてこれは五浦の磯の六角堂
花篝シテも謡ひて舞ひはじめ

ナォ入学の願書早々理工科へ井

ヒマラヤ行きの旅費と塾のはず佐

色剥げし鳥居をくぐる第一歩家室翠雨

稲荷社を背ナの酒蔵水

冷房のきかぬ座敷の盛り上り喜
うなぎ白焼つぎつぎと食ふ太

よろめきて男の肩にすがりつき朝
思ひがけなくはずされて泣き佐

グリコの次にゆらぐ森永翠

黒髪を掻きあぐ爪の鋭さよ多

団栗落ちる音の閑けさ水

まいないを謀る月下の顔よせて阿片瓢郎

ナゥ用ずみの案山子つみあぐ裏田圃喜

ベンツ五○○に乗りし總領太
横断路信号無視でっっ走り朝

どこ吹く風の雲か霞か多
いつのまにやら春の灯太

大杯で花片もろともあほりける翠

昭和五十九年七月二十二日首
昭和五十九年十月二十一日尾
舩・港区阿部喜美子宅・新宿区伴野渓水宅
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平均寿命世界一にて

ナォ夏近し仙台行きのグリーン車

僻目かもゲートボールを惨めとは

仮橋落ちてできぬ近道

焼芋の熱きを胸にひた抱きて
日のちヅくれに一葉忌なり
失恋の古き傷あと癒えがてに

樹海にいくつ秘めし白骨

唄はねば観光バスは眠りこけ

カラスミ

井水乃井水乃井水乃井乃水井乃水井乃水

八東京・市ヶ谷連句会その三Ｖ

歌仙﹃丹頂一
伴野渓水捌

野口里

伴野渓

わかさぎ釣に懐炉耳掛
田原玉

丹頂の羽ばたきにある氷湖かな
手入れする盆栽百を越えつらん

ちり紙交換ふれて立ちさり

チョコリまじりて人だかりする

松茸の月も匂へるどびんむし

裏町工場夜業ほそぽそ

ナゥ地下水のとみに減りたる秋旱

矢切の渡し残るうれしさ

時の鐘和尚自ら撞くねいる

今の世の中国家安康

重箱にキャビヤ唐墨花の片

昭和五十九年一月二十三日首

蔵の屋並に燕とび交ふ

昭和五十九年十二月八日尾
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マンションといふ名ばかりの窓の月

蜘蛛のよるばふ机上うそ寒

〃銘柄に純米とある今年酒

会津の女骨太にして

剣舞終へ含蓋の笑みうかべける

侍たるる文に速達の声

福祉課のモニターといふ老いの役

代替りても通ふ理髪屋

若者の知らぬどぶ板犬の糞
とりは小さんで月の涼しき

前庭にいささ叢竹風立ちぬ

毛蟹うごめくおが屑の函
戯れ言の短冊賜ふ花の下
踏青などと酒落たこと言ふ

井乃水乃井水乃井水乃井水乃井水乃井水

かく

今泉宇
水野

松村武

ナォもつれては崩るる鯏斜の陣いくつ

誉の白きが陰で糸引き

王冠の重さに耐へし歩幅にて

氷柱まばゆき澳悩の瘤

冬薔薇を海に投げ恋捨つるくし

髪七尺の廃く甲板

慥行の犬がガウンにじゃれっきて

北は曇りの沈む山脈

唄石に宇宙の虫の潜みけり

文
音

武隆ノノ字武宇隆武宇隆武宇隆武宇隆武宇

八市川・市川俳詰教室ｌその一Ｖ

歌仙﹃牧水忌﹄
玻汗いるの水が旅する牧水忌

月うすうすと染まる白鳥
焙烙に銀杏の実のよく跳ねて
何臆すなき事をしゃべらん

帆船の帆に貝殼を秘しけり

浄土にも月ありてかがよふ
美術展めぐりの疲れ独り酌み

秋のフォーレの杳き幻聴

ナゥ柏手が金銀の輪をゑがきつつ
きっちり緊まるジーンズの尻

点から点へ神秘つづれる

西域はアップダウンして過ぐ土屋

珈琲の香のあはき春昼

花燃えて視えざる星座青天に

昭和五十八年九月十七日首
昭和五十九年九月十五日尾
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悴みながら考へる嘘

ゥ橇道のえんえんつづく雪の原

憂ひ顔なる騎士の夕ぐれ
片想ひサンチョパンサに笑はれて

意中のひとの星を占ふ

涼しき風が抜ける新町

欄干に音なき笛を聞きとりぬ

繍帯の下のぞく刺青

汗かいてゲームセンターの上に月

眼差しの雲れし姉が針運び

梅若の日を雨灰かなれ

けふも暮れゆく三井寺の鐘
対岸に灯の点りそめ落花なほ

隆武宇武隆宇武隆宇武隆宇武隆宇雄隆涯

上谷日自

岡本吉田

国会すんでどっと外遊

ナォ野仏も清濁併せ肩組みて

名曲がセーヌ走らすエッフェル塔

壁画の耶蘇は文語調なる
黒板をまるく拭いて冬休

運動場に落葉渦巻く

スパイスの利きしディナーの乱気流

妾宅に来て軸を取り替う

ワイシャツの紅を英雄気どりにて

︵文音︶

富み智昌富宇み智昌當宇み智昌富宇み智

ハ市川・市川俳譜教室その二Ｖ

歌仙言ケット発射台﹄
今泉字涯捌

大海原の月の航跡
都筑智

今泉︷子

一葉やりすごす小首を傾けて
郷み

ロケット発射台はるかに高く烏わたる

かしこき園児折紙を折り

俺が俺がと雑魚が群がる

妓王寺の小暗きあたり月更けて

野菊ひそめる深き石階

ナゥ秋雲を頭上に刷きて隠棲し

ショック死したる預かりの犬
せかせかと模型の電車座卓抜け

日進月歩ロボットの夢

ポトマック河畔に語る花吹雪
麦踏む人のかるきうしろ手
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釣堀のことにもふれて予定表

えにしだ燃ゆる山麓の崖
ワ億年の古き化石のねむりつぎ

獲物を前に男装う

どしゃ降りに眼らんらん退路なし

てれんてくだの恋の切札
次元はずれに枡ながれる

モンブランの雪の華麗に果すキス

月今宵十三日の金曜日

一羽もどらず鳩舎露けし

ボケ兆候に花も途まどう

診断の横文字のみに虫すだく
朝寝してきのうの酔の迎え酒

さざえの殼に実存の影

昌富宇み智昌富宇み智昌富宇や子憲子涯

甕に水澱みてありし終戦日

三井俊

松村武

今泉︷子

ノノ枝宇晴子子宇智良武戈富子子郎子雄涯

ハ市川・市川俳諾教室その三Ｖ

遠かなかなのはたと止みける

都筑智

歌仙﹁終戦日﹄

夕月の赫しと人の指さして
子の影うする山の露地裏
藤井晴

藤井晴子捌

雪の菫さに軋む鎧戸

ナォ革椅子に思案の重みしずませる富

次の手形の落ちる日は明日武
新札を使いはじめの縄のれん静

端のあいつの眼つき気になる武
取り急ぎ変装用のひげ・かつら富

闇夜に浮ぶ艶な看板宇

まじないで治るものなら不縁星玲

草刈りしあと風通しよき武
転地して七里ケ浜の夕涼し智

この頃遠き老犬の耳良
まんまるの月が涙を溜めている智
茸山にも亡霊が棲み〃
い

ナゥ征でゆきし四十年前の法師蝉宇

純情すぎる性は変らず晴
いつの間に嫁・姑の呼吸合いて玲
旅の仕度の着替いく枚富

天上に咲き匂うとき花清し晴

魚の吐息も噂りの中富

蹄輌亜什軌斡十瓠朋拝鄙申龍舩・市川俳譜教室
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岡本一呈

皿の数揃いだんろの燃えさかり
ワミステリー作家が厄に急死せり

鈴木良

毛塚静

槙胤

切岸にまで単線路延び

ゆうべが今朝の妊娠反応

帰り際あそびはいやといわれたる
ひまわりの大きな顔もまばゆげに

汗に消されし淡き半月
梅干を王滝村へ地震見舞

序の舞かざる栄えの勲章

鶯餅のみどり鮮やか

願かけの母性のふっと霧るとき

昼の蛙のころころと鳴く

西行庵へ花のさかりの隠れみち

玲鳩

八市川・市川俳譜教室その四Ｖ

﹃不易の額一

めざめし朝の躍る若鮎

岡本富子捌

松村武

今泉宇

岡本一邑

藤井晴

鈴木良

槇玲

異国情緒のながる落葉松
しとどに濡らす足元の露

大き徳利で愛の盃

ワ耳打ちの羅漢を鴫がぬすみ聴き

何もかも割勘男きらわれし

雨の舗道の信号は赤

検問のポリスしたしき故郷説り

涼々と吹く竹林の風

せな

さかのぼる鮎を隈なく月照らし

そぞろに寒き末席の背

直哉忌の尾道を過ぎ三原過ぎ
旬にははやき和布刈舟見る

花浮ぶ桶に沈める皿・小鉢

三井俊

有明のテニスコートをならしつつ

連峰に数条の日矢うつるいて

梅雨の宿に不易の額を掲げけり

仙

受賞の会のあわき春愁

雲去来する渓谷の空良

ナォ一代の主宰で同人結社終え富

霞はじけ長子出産良

狸出て狼吠ゆる声遠く宇

さんざん握れてまとまりし縁宇

母屋への廊下の冷えのこころよき武

髪切りしことを閨にて責められて富

お義理ばかりの口づけの数字
間道の森を抜ければ潮の音武
．寸待て﹂とは無駄な立札富

巫女暹しく近き二学期武

おずおずと量着て月の現わるる宇

仲々癒えぬ腕の姪痛宇

ナゥ帰燕見て講義草案書きおわり俊

戴帽式ゆたかに母性愛秘めて玲

漫々として大河ながるる晴

仁和寺の三味線乞食花の下玲

稜線ゆがむ山の喚笑富

班岬唖丼地辱 朋一拝唾弱鑑舩・市川俳譜教室
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歌

宇武郎武晴富宇玲武富宇晴子子子戈雄涯

ハ伊東・伊豆芭蕉堂連句会その一Ｖ

脇起歌仙﹁木がらし﹄

木がらしに古米余す齢かな

蒲団のうへに蒙刻の本

湖心へと小舟静かに水尾曳いて

一句を記す箸の袋に

宿傘借りて帰る宵闇

月の出を待てど雲湧く遠き嶺

ゥ貰ひ来し鈴虫娘の虫鳴いて

風に掬はる脛白き足

ナォ一日を終へてこ入の春炬燵

き

工藤珠己

す

静

静

殖えた用事を埋める速達
雪山を越えて富山の薬売り

蒼

犬の座敷に衣着た犬

揃ひモンペで漁婦は牡蠣割る

献眼の登録をするアイバンク

ひめゆりの塔に辿れば言ひ継がる

″

石渡蒼水捌

ホームシックにかかる女生徒

鉄橋の電車を照らす後の月
秋を囲んで嵯峨豆腐食む

立去るに惜しき茶店の花盛り

いろどり

津

飯田品子

小柳出志げ子

″

青木ふさ子

根本久子
内山絹子
岩本範子

七宝ブローチ喜寿に彩
大吉の神籔を結ぶ白い枝
径抜けて海蒼ら蒼らと

ふ

昭和五十九年三月十五日首尾

口叩

マネキン嬢に春の装ひ

ナゥ抱きあげし子の手に流る鰯雲

竹

斉藤石嬰
石渡蒼水
杉本すみ
鈴木静子

高砂をテープに流す結び神
静

静

胄空高く円を描く鳶

渡辺日出子

蒼

勝又愛子
す

愛

す

蒼

砂に坐し海女の母子が髪を結ふ

石川千花
蒼

引く命綱揚がる蛤

紫に莨くゆらし駅に待つ
秘め事明す人はゆきずり
落人の下る富士川夏の月
盛らる麩土間でもてなす

矢崎津留子

園児の輪ひろごる四辺花吹雪

里見きみくえ

母丸くして和服繕ふ

長谷川竹女

山寺の夕を睨む陶狸

工事現場で競ふ草笛
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ハ伊東・伊豆芭蕉堂連句会ｌその二Ｖ

脇起歌仙一雁来紅﹄

月の出を待つ暫し草庵

石渡蒼水捌

斉藤石嬰
石渡蒼水
杉本すみ
鈴木静子

鳫来紅傾きてよりなほ燃ゆる

観光目玉写す映像

石渡みよ子

静

新しき単衣を軽く着流して

蔦釣りのいとも緩やか小舟にて

同じ高さにあがる噴水

工藤珠己

政子黒髪噂あれこれ

す

珠

蒼

ワ街に来て李朝白磁の図録買ふ

乗ってもみたし矢切の渡し

東北の誰に遊ぶハネムーン

小柳出志げ子

渡辺日出子

棟上式の木遣流るる

渇水の兆をよそにけふも晴

珠

蒼

寂光院の苑の冬枯

静

勝又愛子

冬月のねぐら失ふお臘番
レッッダンスを習ふ此の頃

日

士心

ゆきずりの人との一語気が答め

旧交温む皿の雛餅

連りし名も無き山も花盛り

ナォ入学の試験の科白口ずさむ蒼

嬉しき報せ句集上梓珠

海の動きを余念なく見る愛

通勤の道が痩せくる地震続きす

虹橋の架かりさまよふ一人旅珠
日本語呉れとせがむ孤児達蒼

縁結ばれて交す盃根本久子

胄竹をへたへた担ぎアスファルト稲葉登代子

湯上りの歩巾ゆるめて紅を刷く里見きぐえ

窓は高層当る烏ども登

秋の月大きく弾む海平ら日

蜘蛛は巣を張りじっと構へる〃

十時を打って夜なべおしまひ飯田品子
ナゥ干柿も混りて届く宅急便長谷川竹女

振りを直して生甲斐の舞岩本範子

畦道をスクラム組んで子の下校内山絹子

篭は溢れる摘草の精き

牧牛の遠くに啼いて花見酒矢崎津留子

昭和五十九年十一月十五日尾

昭和五十九年十月二十日首
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箪

種ボー

○

ハ茨木・茨の会ｌその一Ｖ

﹁遊神帖﹂﹁夜がらすの記﹂出版祝

歌仙﹃神の貌﹄

英

米満英男
近松寿子
川崎彰彦
天野律子

近松寿子捌

家出の猫も疲れてねむる

寿

ふみ

月の輪の中なみなみと光盈ち

彰

若葉風遊べば神の貌に似っ
書の火照りへ捧げる麦酒

人紛れ込む干柿のれん

夜がらすはさっきの宙を啼き連れて

ワ県警の不祥事つづきそぞろ寒

絡ました小指の約束ただ信じ

律

英

寿

律

マリンルックの肩抱きて行く

秋繭煮られふと決心す

露地の果汽笛のとどくかくし部屋

彰
英

寿

英

蚕毫

寿
律

またも生れる四人目のぽこ
卒然とえりまきとかげひた走り
追い追いて追いつけぬわが影

ひる

負われればおぼろの月は幻か

忘れ風船ときたまゆらぐ
花の蕊あらわに覗きみたる午

秒位の消えた電光時計

ナォ旅先で金引き出してカレー食う

酔うて眠れば野仏女御さ律

彰

手枕の跡くれないに染まりいて英

敵襄の銅鍵響くきぬぎぬ寿

鱸馬数頭つながれたまま月天心彰

明日の飯場は．秋蝶の鶏律

身に沁むは悔恨いいえ山葡萄寿

孤り斧打つ発止発止と英

捨てられた古い机に雪が舞い律
やがて別れるおふくろの声彰
唐錦いつも裏見て織りつづる寿

自己愛冥く持て余しおり英

み
ナゥ地誌しの
汚点濃き資料館迷路めき律

蓮池の鯉跳ねるかわたれ彰

非定型のこころを映す水の上英

昭和五十九年五月二十四日首尾齢・茨木・成田家

巨きな雲の今移りゆく律
花冷えを超え花の香の一きわに寿
校了となり春昼の伸び彰
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八茨木・茨の会その二Ｖ

脇起歌仙﹃蛤の﹄

公羽

親の祝事に揃ふはらから妙

しる

ナォこの際とばかり差し出す馬の代泰

身は渇きつつ倉敷を過ぐ久

辨当を食ぶるしぐさの匂やかに喜
さ子贈り

林喜代子

雲の峰行く末の幸疑はず喜

蛤の口しめてゐる暑さかな
﹁むかしむかし﹂と昼寝の話

伊藤妙

鰍退治の遊牧の民妙

涙壺手にとりて見るペルシャ展泰

踏切に風鈴売りの近づきて
小倉泰子
辻岡久子

遊び呆けし身に里心

新月や何時の間に来し隣り町

とは云へ婿の白燕尾服久
菊人形を庭にしっらへ妙

借景の山に折しも月かかり喜
そぞろ寒なる駆落ちの刻久
妙

ナゥどうせならイギリスヘなと唆し泰

一塁巨

元禄の頃より家風派手好み泰

虫の音すだく造成団地

久

︑泰

雑炊の残りを疎む猫飼ひ工喜
下さるならばジョイの大瓶久

炉煙はらふ村の老医者妙

年ごとに楊貴妃てふ花描きつづけ妙

一豆巨

泰

一旦酉

妙
久

ゥ大物の噂を種に濁酒酌み
編されまいと見る玉子焼
音無しの川も近頃細くなり
異常気象と騒ぐマスコミ
した
御用始めを明あ日
に控へ

かこつけて記者を呼び出す冬月夜

このところ今日庵に通ひ詰め

妙
泰

一豆ロ

久

蹄輌唾什地轌十訓朋十に串肇︵文音︶

春の磯辺に心和ます泰

一対一でお茶のお稽古
憧れが恋へ移ろふ弥生尽

色即是空手に遍路笠

花の時当世風のバス仕立て
やりくり算段表に出さず
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水野隆捌

鈴木禾火
高田明夢
横関信生

ナォ烏の声一人が真似て又ひとり

再会約し提灯を消す

身八ツロ抜ける浮世の風いくつ

なりひら
青き芒に消ゆる業平

冷酒汲んで星光りそむ大牡丹
そらだ

爬虫類飼ふ男寡黙に

なこそ

空薫きのはっか齋香の匂ひして

勿来の関も知らず過ぎけり

冬凪にァウシュヴィッッへ汽車軋む

つま

いつもフォーマルつばくろの舞

紅

生隆夢舟生鈴夢舟隆夢生舟生夢隆鈴舟生

ハ岐阜・奥美濃連句会ｖ

歌仙﹃はだか銭﹂
はだか銭泉に投げて素傅の忌

夏花かざせ白雲を背に

かね轡かませて馬をいましめて

茜安

天の燭台うごく山の端

秋冷の黒楽茶碗ひ茸割れて

げぽんげせうす鼻
下
品下生の濯がるシ月

ナゥ出稼ぎの夫待つ縁のち蚤ろ虫

味噌汁に山椒の新芽一葉浮き

まみ

土色の土青踏の朝

やかた

上使下向に館湧き立つ

花やさし放埒の目見澄み澄みて
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親の死にめに遇へぬ徳利
すぎこし
過去の夕月を食む模ありき

原義典
禾火
水野隆

と

ありの実の世に城を奪られて
ワ鎧戸をやぁ明け露の髪を杭く

石神堯生

かげ

ランタンの陰声に艶あり

古池五十鈴

茜蚕

生

鈴

生

隆

生

曲︿

隆

曲︿

占ひのカルタ切る指とまどひて
むれ

軽業小屋の梁に蜘蛛の巣
青天に走り出て樹々の群に逢ふ

るづき
馬橇に乗せし銀の昼ひ月

たまくら
軒はヅかる手枕
の闇

信濃路の生れ一茶も雪をとこ
陣笠は目白のかたへ息つめて

春撒くごとく榊うち振る

ビルの谷間をシャボン玉ゆく
花の下卑弥乎は神をつかさどり

筒
井

ハ長野県・小布施連句会ｖ

ナォ迷ひから悟りに向かふ遍路笠

連休さなか歯茎うづきて

稲田美恵子

歌仙﹃嫁ケ君﹄

ほつれける古き俳書を綴直し

泡消の杜氏見送る嫁ケ君
市村光子

浴衣の仕立渋き針抜く
夏祭り女だてらに荒神輿
田水湧きてはせる黒駒

三好龍肝捌

葉摺さやけしちさき門松
岩崎小弥太

猛き爆音基地の空

手作りの凧の白糸はりつめて

堀節子

実りなき教育論議飽もせず

救援物資荷造りをする

−69−

ロス五輪一千億ドルかけしとか

釣の童は魚籠に継竿

三好龍肝

柿落つる音蕎麦は波うっ

月かけの筋かふ蚊帳の裾押ふ
光

節

吉心

″

稲干も山田なりとて十日ほど
テレビにうつる月は真ん丸
ワ夫の留守味を覚ゆる紅葉酒

太

吾が寝るところさみし吾が胸

堂々と贋の北斎展示され

一族に勤皇佐幕の志士のあり
歌留多とるのに袴踏みぬぎ

藪の椿にさはぐ鶯

ナゥ飛入りの甲斐もあらなき里相撲
三角むすびまぶす﹁ふりかけ﹂

政変つヌくサウジアラビア

肝

早々と吉野の花の便り来る

帝即

宙心

太

光

倍即

宙心

寒垢離とるも不動金剛

太

冬ざれに銅貨のたまる岐神
幕切れや黙せる台詞凍り月

海へ落込む尾道の坂

玉の様なる男児誕生

停電に思ひもよらぬ事に起き

若布採る舟浜に傾むき

いと細き雨のあかりて花ひらく

節肝光太節恵太節恵光ノノ肝恵太光節肝光

ナォ原稿の桝目を埋める春惜しむ

右に水割りひだりに煙草

艶歌節好きでカラオケまた廻す

襄井輪襄輪井輪襄井襄輪井襄輪井襄輪井

八東京・香保里会その一Ｖ

Ｊ

野口里井捌

展覧会に励む製作

ナゥ孵化したる鈴虫鳴ける甕の中

なりはひとする残業は憂し

月落ちて篁くろき影となり

幼けなきより弾ける三味線

文を焚く胸のうつるに泣きじゃくり

埼玉といへど都心に遠からで
ゆきずりの人忘られずゐる

もう一二寸欲しい脊の丈
人垣に足を踏まれる川開き
青梅黄ばむ刻をすぎたり

一一里

歌仙﹃︑Ｕ

心天皿置き並べ突かれけり

菖蒲をわたる縁台の風

雨きらふ日よ川臭さ深まりて

牛乳受がアパートの戸々
消えがての夢にさも似る三ケ月

うす暗がりに芋茎束ねる
ゥ踊の輪東京音頭すたれざり

男だてらに薄化粧して

幾度も恋わすれては生き抜くか
筋書きどほりいかぬぐうたら

理科教師砂に綴れる反戦詩

霞の中に鳩の群らがる

花ぞ散る堂塔伽藍丹の浄土

遠足の子の大き水筒

昭和五十九年五月七日首
昭和五十九年八月七日尾
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L＝＝

パチンコに休むことなく通ひつめ

離島へ急ぐ船に遅る皇
凍てる月鞄ひとつの仮枕

雪は大地にた武降りつもる
明けそめて救援物資街に着く
寸法合はいズボンをかしき
形見頒けするはらからに花曇

風船白くあの空にとぶ

襄輪井襄輪井襄輪井襄輪井襄輪井襄子井
輪

伊中野
藤村口

天

八東京・香保里会その二Ｖ

歌仙﹃立秋や﹄

君が庵に露草の丈

立秋や碧の短冊金泥に
雑書に埋もれ和服角帯

国技館両国橋に返り咲き

愁ひて落つる夕陽ありけり

ナォ相次いで句友誰れ彼れ春に病む
野口里井捌

ぽんぽん蒸気遅れては着く
夏帽の白さを宵はもてあまし

天気予報は晴れの筈なり
逢引の外は雨でも嵐でも

駅前のシャッター下ろす店わびし

鮨を握れる手もと見惚れる

野口里井

伊藤襄
井

中村一輪子

輪

襄

一直線に燕飛ぶ町

ほどほどなれど蓄へもあり
上るかと思へば下げる電機株

道遙の杖に名残りの花の塵
蝶に誘はれ蝶を追ひ越し

昭和五十九年十二月二十五日尾

昭和五十九年八月七日首
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月の出の友あれば酌む酒ありて

買物に行くバスに乗る夜の秋
黄金虫めがまたも舞ひこむ

網を繕ろひ鮭を待つ小屋

アイシャドウから嘘の涙が
海の月傾くまでは寝もやらで

井

ナゥコスモスのゆる員が好きで詩に疎く

襄

輪

井

襄

小町に似たる髪くるきひと
かき鳴らす琵琶に想ひのひびけとぞ

輪

ゥ老いらくの旅としいへば奈良京都

見覚えのある行商の顔

襄

井

デモクラシーが流行る大正
鉄扉鎖し紡績工場ストとなり

四・五人寄れば鮫鰊の鍋

井

輪

カレンダー残る一枚東てる月

長い紐つけプードルを曳く

輪

襄

身につけたポケットベルが鳴り出して

霞の中に漁師掛け声

観音に礼して去りぬ花の潮

襄輪井輪襄井輪襄井輪襄井輪襄井輪襄井

八浜松・佳菊会ｖ

脇起七十二候﹃春もやと

春もや塾景色ととのふ月と梅

菟波の道に遊ぶ麗

森月鼠捌

松尾芭蕉
松野京湖
袴田花扇
北村佳子
久米風月
生駒池月
影山月影
細田花水
伊藤澄江
袴田公子

初ゥ弥宜様の潔癖に塵一つなし

甚平に着替へ一一コ二コ菊芽挿
お三時ならばカッパえびせん

飛機の窓初夏の霊峰世界一
サファリーパーク蝉の合唱

野点には和敬清寂軸にして
筧の水に気も馴染むらん

帰宅の巫子は長き黒髪

川井よしゑ

久米知足
鈴木鈴代

川崎宙心﹇日

村松政子
篠原月紅
松野岳水
沢田月舟

一目惚れ見合写真を仲人に
趣味の一致でゴールインする

初場所に全勝飾る千代の富士

厚い氷の解かす術なく

国会は与党野党の混ぜ返し

受けし答弁立板に水

落ちこぼす事なく福祉行届き

つり銭募金貧者の一灯

持ち倦きし寝て居る株の擬ね上り

野外俳莚和む暖

山の様なる庭の据石
開放の大公園に月と花

ニォ蝶々の舞ひ交ふ窓に帯を解

意中の彼に贈るネクタイ
汚染等なくて自然の美しき

ゴルフリンクを西に東に
堀爽と若き血潮の踊る技
光り輝く金メダル得し

水着のポーズ幾枚も撮る

クイズ運良くてハワイヘ避暑旅行

この親にしてこの子ある頼母しさ

ロボット造り爽快と云ふ
進む世の事は爺とは無関係
牛は厩からぬっと首出す

おぼろなる月もてなしの五平餅

先づ就職は皿洗ひから

茶摘の子等の唄の聞えし
一ゥ烏雲に村の若者都入り

アイシャドー夜は雑踏の六本木

吾れに帰れば暁の風鐘

一尿

渥美房江
酒井一萩

石原清花
鈴木月鈴
高橋橋月
尾上峰月
北島月兎
北島乳豊
若山芳月
内山ふさ
久島たけ
小栗寿栄
高橋露人
久島つね

川合とし子

神谷山外
渡辺輝月
三宅且扇
今泉白遂
内山雲峰
黒沢雲叩
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膳の錆鮎かほりほのかに

町田春汀
三宅冨雄

湯上り髪を撫る手鏡

年金は旅行の為の用意にて

沢田口向

渥美美

鈴木昭小

高林柳

留守居の犬に御土産を買ふ

アゥ稲刈るに爺の主任の過疎の村

目の色替へて漁る冬物
広野野月園

高々とバーゲンセールアドバルン

春近く姑に似合ひの紬買ふ
アカラサマ

褒められ嬉しかくされぬ笑

値動きにか蚤はりは無し医薬品

生命あってのもの種とやら

昭和六十年二月二十五日首尾

蛙鶯平和呼ぶ声

執月

月丸く平和の郷土白地

全世界宇宙中継花便り

高井三菫円

石井笠鳳
内山草子
高井鹿声
佐藤志げ
橋本水月

小節巧に透き通る声

笛に太鼓に祭たけなは
新酒とて小原庄助上気嫌

庫裡改築に寺の長閖さ

高井土笠
沢木亀幸
八木舂洋
二橋たみ
高柳はつ

竹内美代
中野秀峰
不達蕉韻
神谷山外
浅風都月
沢田ちゑ
高井秀華
岩崎歩牛
生熊玉芝
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寄付事の多きが人の花なれや

丁ォ乙烏の巣造り急ぐ終日

色紙を染める筆の鮮

いくらあっても子は宝なり
他所目にも仲睦まじき共白髪

恥を知らざるお天狗も居る

公民館茶道書道に賑ひて
水泳にコムラ返りて助け舟
五月闇路を照らす御陀仏

核軍縮を狙ふ外交

覚悟して一人国事を背負ふ気で
アイドルのコァラューカリ食べ育つ

七転八起浮世様々

桂男の池のほとりに聞く詩吟

森

筆鼠佳舟舟月池風子

八東予・風の巷ｖ

脇起歌仙﹃秋風や﹄
秋風や藪も畠も不破の関

民話尋ねし旅の終りて美

ナォ磨ぎ汁の米のこぼれてうららかに〃
鈴木春山洞捌

みけ猫がしきりに顔を洗ひをり夜

昭和五十九年十月二十一日首尾
齢・東予市守口津夜子邸

卒業の歌流るる校舎洞

ゆ

温泉の道後花の道前賑ひて〃

笠を真深かに僧の早や足美

燦々と星こぼしゐる破れ芭蕉夜

師弟揃って酒を酌み交ひ美

ナゥ冬を待つ太宰治の世界より洞

肩うそ寒く羽織るいち枚美

ものの影みなやはらかき十三夜〃

た

辻ヶ花小袖艶めく宴ゲなり玄
軒の雀がぱっととび翔っ夜

め

接吻を受け紅ヰに染まる頬夜
見返りし瞳の妖しくも燃え美

濡るる水着の雫ぽたぽた洞

八重子襲名遂に決まりぬ美

松尾芭蕉
鈴木春山洞

雷と土地大尽とやってきて玄

虫の鳴く音を細きあけぼの
筏乗り月の飛沫を浴び脱けて
武田玄女

高藤馬山人

農生きがたく捨てがたくあり

守口津夜子

玄

芥川良美

洞

夜

玄

美

洞

″

夜

″

美

薦たけし幼馴染のおさげ髪
波にのりくる笛の調べに
湖の芦辺を分けて舟の消え
自潮の一句絵葉書に添へ

美

藍染の帷子をきて茶を点つる
避暑の定宿引きあげて来し
ワ名物の豆腐料理も嵯峨の寺
ポケットの文手渡さずゐる

ハルピンの東てに眺めし月思ひ
色の槌せたるマフラーのあり
唄ひつっ祖母が押し行く乳母車

片目だるまの覗く神棚

玄

花びらの螺細蒔絵に散りかかり

雁瘡癒えて夢にまどろむ
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ハ埼玉県・花泉会ｌその一Ｖ

歌仙﹃みこもち﹄

こもよみこふぐしもよこも春菜摘

万葉の野にさぞや陽炎

馬嶋春樹捌

馬嶋舂樹
″

樹

戸塚黒猫子

老若男女貴賤また都鄙
一億に二千万とて月赤く

猫

ファンファーレ鳴り渡り球場朧なる

鉦を叩いて後はひっそり
ヴ落鮎の簗を崩せば水猛る

″

″

樹
″

ナォ細道の跡をドライブ麗かに猫

サンドイッチにハムもたっぷり樹

高円てふ新しき宮家誕生し〃

一％とて脅威アセアン猫

売色は好きな事して金になり〃

夕暮族に有罪判決樹

熊穴に狐は駆ける雪原を〃
くしゃみの数で運を占ふ猫

再びのハレー彗星巡り来る〃

思ひきや死なねばつひに寿の秋に猫

待宵居待次は立待樹

馬は肥らせ人は痩せたし〃

ナゥ成田屋の襲名披露ウン億と〃

大升で受け小升で返し樹
万歩計今日は休みて雨の窓〃
昔の飛脚今はクロネ．猫

みちのくの城吐花の名所に〃

蜂の巣載せて車北上〃

蠅輌型廿秘蓉廿一一一朋一什一一頭霊︵両聯両吟︶

Jゾ

″

ヒッチハイクは親指を立て

猫

レーガンの再選にヤスもゑびす顔

藪蚊妹へて時に座禅も

樹

″

巴里祭五色の酒の盃当てて

姉は二十一妹は二十チ

″

眼で殺す月の蟷峨も斧を秘め

ＣＣＣＰの離婚冷まじ

猫

″

樹

″

己が火で己が身を焼く秋蛍

書棚に殖ゆる本はＳＦ

盛んなる花にも学者こもり切り

雁は帰りて鴨は引く也

−7尽一

ハ埼玉県・花泉会ｌその二Ｖ

日独両吟百韻﹃月光﹄
日本花泉会馬嶋春樹
西独カール・ハイツ・クルッ
︵原句ドイツ語春樹和訳︶

山の霜また友となるべく
味気無や宇宙旅行や月探険
初秋の落葉散る時にこそ

三一ゥ賤が伏屋蝉は飛ぶ也黄昏の

君はカナダに山荘を持つ

早も北へ風は田畑を越えて行く

無常迅速時を選ばず

序

本年鑑の拠年版に前半五十句を載せたＣ・Ｈ・ク

ひそと鳴る苔蒸せる軒灯の前の鐘

四ォ眼の前に俳譜第四の山聲え

懐にする矢立てと画帖

手に余る薔薇を古代の神々に

ペルガモンには樹と石と暑と

吾はそを摘みて丘行く楓々の

雲粟鮮かに戦ぎ華やぐ

日永ひねもす麗らうららか
月もまた暗き冬より夏へ寄す

花盛りの森に春早や駆足で

ルッ博士との文音両吟が開年８月６日に満尾した︒こ

春ク春ク春ク春ク春ツ樹

大いなる猫啼きっ過ぎれる

に掲載する︒

二一才旅の書に親しむのみや篭り居に

カントも為せり彼の高名の
今如何にケーニヒスベルクは影のみか

我らの思ひも汝を越えて去る

能登に聟ゆ軍艦島は海原に

奇岩の茂り嶮しく高く

東も西も多き治療場

そは森の彼方に陽と消え失せて
﹁庵小さくも心は大﹂と隠者云ひ

黄金も書も無く山に入る彼
斯く此の世人は人也東も西も

−76−

ノノ ク春ク

ノノ春ク春ク春ク春ク春ク春ク春

春ク春ク

湯治如何に我らが温泉また無数

愛すトスカナその人と曲

フィレンツェで伊太利人も歌舞伎演

浜荒涼雲の切れ目に漏る日矢も

ク春

の原文と詳細の解説は国際俳句誌﹃俳﹂の開年秋季号

ノレ

その意と行実我の悲喜呼ぶク

松島に松は青々茂りつつ春
芭蕉も座吟此の静寂にク
覇権虐殺その云ひ伝へク
独眼竜残せしは三日月の兜のみ春

心に欲りす陽光と風ク

今日もまた雨と寒さの旅帰り春

黄金の条に早秋を織るク

野の真中蒼白き沼に月代の春
ナゥ去年の鹿の斑の土に森歩む〃
無為の欠伸をただ噛み殺す春
牧見れば遙かな婦女遙かな児ク

週毎飛びし百の応酬舂

果てしもあらぬ蒼弩のもと春
長き叫び千重の木魂休と寂ク

園の噴水虹の懸かれる春

蝶はそを集め最美の薔薇に寄すク
一九八二年十一月四日首

一九八五年八月六日尾
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八西宮・かつらぎｌその一Ｖ

居待﹃扇雀の﹄

扇雀の人形顔や置炬燵

岡本春人捌

岡本舂人
二塚元子
田島竹四
岩井双葉女

居待は表も裏もない十八句立のもので︑発句は格調高く︑

脇は発句を補佐し︑第三は一巻の展開の基となる役割を

持つが︑第四以降は一切の制限を外し︑五句目及九句目

あたりに季の違ふ月︑十七句目に花︑中頃に恋を二三句
四

どっとかたまり降る紙の雪
渡舟場に選挙の公示板立ちて
噂ぱなしのすぐにひろがる

葉

と物︶を又四季の句と雑の句をそれぞれ半分位ずつの十

出すことにして︑時候︑天文︑地理︑生活︑行催事︑慶

晶眉力士の幕内になる

小西須麻

八句をもって一巻とするのである︒十八夜の月名から居

岡田水都子

押へても押へても篭の貝割菜

都

山の端に居待の月のやうやうに

思ひのたけの電話長々
何事も妻の指図に従ひて

高本時子

昭和五十九年十二月二十二日首尾
船・メゾン甲子園和室

待と名づけた︒

地名︑人名等を出来る限り入れ︑情︵人事︶と場︵状況

弔病災︑宗教︑述懐︑動物︵鳥獣虫︶植物に故事︑時事︑

縁台将棋負けてばっかり

″

四

麻

時

都

葉

一兀

一元

水郷に抜き捨てられし布袋草

ＢＧＭの歯科治療室

石積のくづれさうなり穴まどひ

霧の中よりぬっと黒猫
俳譜の酒は小鼓月更けぬ
遠流の島の舂寒うして

花の雲千本鳥居見えかくれ
っちふる中の金のしやちほこ
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八西宮・かつらぎｌその二Ｖ

出花票世一元りの﹄
岡本舂人捌
岡本春
森田蓉

奥村勘
林︷出

笹売りの大高源吾粉雪舞ふ
路地の暗きに炭をひく音

焼鳥の赤提灯に誘はれて
マスコミ稼業西に東に
小倉星

蓉

出花は表も裏もない十八句立のもので︑発句は格調高く︑

脇は発句を補佐し︑第三は一巻の展開の基となる役割を

ととぎす︵夏︶と月︵秋︶及び花︵春︶それに恋を二三

持つが︑第四以降は一切の制限を外し︑雪︵冬︶又はほ

句出すことにして︑時候︑天文︑地理︑生活︑行催事︑

慶弔病災︑宗教︑述懐︑動物︵鳥獣虫︶植物に故事︑時

事︑地名︑人名等を出来る限り入れ︑情︵人事︶と場︵状

況と物︶を又四季の句と雑の句をそれぞれ半分位ずつの

十八句をもって一巻とするのである︒鬼も十八番茶も出

,7Q−

月を待つよき硯ありよき墨も

四十女の情のおそるし

甫

茶から出花と名づけた︒

昭和五十九年十二月二十二日首尾
齢・メゾン甲子園和室

』／

合鍵持って露の裏口

サラ金の催促夜討朝駈けと

蓉

由

由

神も仏も今は冷淡

入籍をせまられてをり温め酒

一羽づっ雀とびたつ草清水

星

代

プラネタリウム明け易きかな

高本時子

甫

童唄お手玉あそび日永なり

代

竹山美代子

組んずほぐれっ仔猫ころがる

小西須麻

終日が三千円のパートにて

あのあたり大和三山花おぼろ

へそが茶わかす話さまざま

礁に波を待ち給ふ雛

女子甫子人

八金沢・金石公民館俳譜研究会その一Ｖ

歌仙﹃櫻散る﹄
みぎは

翠黛の山ある汀桜散る

清水九璋捌

清水九璋
江森峰雲

何気なく見あげる彼方月のあり

はつと気づいて釜の蓋とる

邑香軒

梅原千重子

庭の片隅ちろろ鳴き居る

蓮池かつみ

蔵たか子
村上富美

土産物にはならぬ草餅
窓先にまた鶯の声がして

浜の香に昔なつかし

ヱフ

重

ナォ楽しげなゴルフ一団春うら蚤

流行の服に身を包みて

文

幸

美

菫口

声つ

か

玉井富子

香

峰

慢幕に風なびかせて高野峯

百万石の梅鉢の紋

天守なく石垣夏の草茂る
高き枝より垂る豊胄蔦

爺と婆語らひあうて和やかな

夢でありたる三年の恋
幕切れは飛六法の勧進帳

情も武士の道とおぽへし
月冴えて合掌屋根に影宿す

泰

ゥ太鼓の音終にと絶えし秋祭り

刈り入れすんで一家団らん
ナゥ金木犀香り流れる路地の奥

千

畝愛子

早やノ︑まはるどぶろくの酔

松本童ロー化

二た匙の砂糖かきまぜ呑むコーヒ

俣田華峰

金石の学生相撲が偲ばれて
いとも嬉しく受ける恋文

八田豊子

いとうらぁかな谷川の音

昭和五十九年四月八日首
昭和五十九月七月二日尾

諺・本竜寺

九

士ロ

鶴谷亀山
番匠敏子

茜文子

蓉口

神尾うしほ

夏岸渭枝
桜井吉子
奥野泰子
達田幸枝
桶千代子

土産に買うた夫婦茶碗で
開拓の頌徳碑にも花吹雪

金婚の日まで目出度く添ひとげし

記念写真を二人並んで
冬の月妻は語らず旅の宿
炬燵の主はいつも上座に
奥深き石庭の寺静かにて
老師の俳画筆も鮮やか

梅園をそヌろ歩きの二人連れ
橋おぼろなり人もおぼろげ
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ハ金沢・金石公民館俳詣研究会その二Ｖ

歌仙﹃夏芝居﹄
清水九璋捌

清水九璋
桶千代子

本水の殺陣呼びものに夏芝居

署さ忘れて足浸す川
梅原千恵子

蓮池かつみ

江森峰雲
蔵たか子
大崎光子
俣田華峰
玉井富子

鬼の居ぬ間の命洗たく

里帰りの子等みな帰り淋しうて

店の女のなんと艶めく

村上富美

溜ったる手紙に永き留守かこつ

松本莚ロー化

神尾うしほ

ゥ降りやめば稲妻走る夢香山

友と二人で虫を訊き居る

呑み過ぎて庭へ出れば月明り

細きうなじに乱るおくれ毛

十八の思ひ出いともなつかしく

転勤族の暮らしはかなく

鴨鍋に足す根芹色添へ

夏岸清枝
桜井吉子
奥野泰子
達田幸枝

レモン湯の灰かに匂ふ冬の月

赤き前垂れしたるをさな子

山里の鐘の音にも耳馴れて

代

陽炎もゆる時雨庵あと

戸︽ｊ／

車止めた其虎より花のっ貫く丘

ナォ野仏の物云ふ如き春日ざし重

天竜下りの唄にきうほれ香

竿さして波のしぶきに胸毛ねれ雲

肩まで届く孫の背丈富

素足にて夏草の上よちノ︑とか

打ち水をして待てる珍客う

尼僧にも昔恋した人のあり苔

はりまや橋に買うたかんざし美
それか１の心の内は誰知らず幸

行く歳月も一酔の夢茜文子

大川は流る芦ま塾に月うかべ畝愛子

祭太鼓に秋の気配か泰

ナゥなつかしむ干菜料理も山の宿代
土の匂ひのしみるこの肌鶴谷亀山
寺修理寄進の名札庭に建つ番近敏子

勘亭流の筆あざやか吉

近き森に頻り噂る九

花陰に広げる宴のかぎりなく清

確諏壷什地等銅朋郵叩雷舩・本竜寺
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八金沢・金石公民館俳諸研究会ｌその三Ｖ

脇起歌仙壽即分や﹄

春めけば旅のさそひの今日も来て

森の都に住みて久しき

清水九璋捌

ナォ様々の想ひ出残し春は行く

孤児帰りゆく中国の里

美

八田豊子

夏岸清枝

幸

汽車の窓には雪の遠景

冨士山の姿を胸に焼きつけて

光

幸

奥野泰子
俣田華峰

代

仲人さんはそつぼ向き居る

歌舞伎座を見合ひの席と定め置き

た

重

風邪の虫逃げよと薬呑ませ居る

梅原千重子

故銭屋亀巣
清水九璋
江森峰雲

猫なが／︑と橡に横たふ

はるみ︑と訪ねし家は留守なりし

節分や鬼もちと待て酒のかん

蔵たか子

邑香軒

峰

華

稲の穂波を見て戻りけり

代

月見あげなぜか寂しき昨日今日

物干し竿に日ざし届かず

ナゥ裏庭に露しっとりと白芙蓉

重

九

アフ

舟玉節の遠く間える

蹄輌皿拝地蓉匡崩十コ肥澪舩・本竜寺

あたり一面鴫りの中

日本海この丘からは指呼の内

香

神尾うしほ

鶴谷亀山
玉井富子
松本垂口寺化

一口田

達田幸枝
村上富美
大崎光子

畝愛子
蓮池かつみ

茜文子

酒に酔ひ花によひける我なりし

桶田千代子

お染久松恋の道行

汐騒の長浜づたひに月澄める

や湧惜しみつシふさぎける炉

虫鳴く方へつひ歩みゆく
ゥ雁の竿はるかな海を渡り来し

瞳に物を云はすお互ひ

久方の逢瀬を期せし今宵にて

人目忍んで落つる判官

柴折戸を開けば砂丘っヌきなる

頻りと軒に鳴れる風鈴

海に月浮かせて夏の夜釣舟
刺身に添へて出でし熱燗
久しぶり仲間同志の集ひして

肩叩いたり膏薬貼ったり
盆梅咲かせ退院する部屋

ふさぎ込む老も花にはうき／︑と
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八金沢・金沢連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃白牡丹﹄
白牡丹王者のごとく気品あり

朝の精気の満つる万緑

山本千佳
岡本舂人
林野英子
菅村登喜子

頂きを小松原越し仰ぎつつ

和気蒻々とひらく弁当

人

千

智

登

英

人

千

高堂智恵子

新酒一本携へて来し

祖父母父母揃ひ健勝今日の月

大事な手紙仕舞忘れし

ゥ遠ち近ちの山粧へり鴫高音
ブライダル情報センター繁昌す

気象衛星故障したらし

養子娘にやきもちをして
五つ子の成長テレビ克明に

湯川秀樹の世界は一つ

柔道にオリンピックの期待成る

炉話いっも熊打の事

人

千

英

智

啓一

晴れわたり西も東も花盛り

登

満水のロックフィルダム冬の月

ジンタ響きて村は麗か

ナォ縁側を落ちさう猫の仔がじやるる智

へそくりの株値上りのして英

石川県糖尿病は日本一千

風炉茶の案内受けて気重し人

あれこれと迷った果ての生平にて智

白檀匂ふ扇子土産に英

勤行の声もれてくる青簾登
見合写真のよき目鼻立ち千

京言葉生れながらの身のこなし人
ペァールックにつきし草の実智

大きな釜で茄でる新蕎麦登

山寺に月見の句会賑はひて英

お宮の松のさわぐ凧英

ナゥ旅遠く来つるものかな昼の虫人

雨一日に伸びる芦の芽智

キャンパスの移転きまりし山笑ふ登

朝霞立つ朱けの玉垣人

嵐峡の花の吹き込む屋形舟千

昭和五十九年十一月二十四日尾

昭和五十九年五月二十日首

−83−

ハ金沢・金沢連句会ｌその二Ｖ

歌仙扇甲守の吉匡

留守の宮俳譜歌仙額うすれ
恵
喜

馬の背かすめ落葉降りつぐ

お天守の板場甲冑展示され

清和源氏の音の家系図

ナォ春愁の不況なかなか上向かず英
押して駄目なら引けと唄へり智

測候所開設以来なる雪と人
慣れぬ東道怪我人の出て英

石川県大臣四人誕生す智
厨日毎に春めきにけり千

とろりひろがる白酒の味人

写経する心のゆとり初音聞き登

自家製の奈良漬すぐに底ついて英

雲のうつりてダムの水澄む智
満月の眼下の身延町小さし千
ペリカン便でぶだう一箱登

ナゥ先考と共にせし旅しのびつつ人

清嗣先生顕彰碑建つ智

感謝々々ですごされし日々千
手すさびの色紙短冊秘めし筥登

唇気楼見え山笑ふなり人

寒かりし今年の花の美しく英

昭和五十九年三月二十三日尾

昭和五十八年十一月十日首
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琴の音の洩るる名園今日の月
ストッキングにせまるうそ寒

ゥたこ焼の包をほどき秋灯下
オセロに興ずる若き二人よ

亡き母の花嫁衣裳豪華なり
ディナー付ショー御招待券

在外の浮世絵秘宝戻り来し
好きで集めし団扇いろいろ

夏の月湖畔の宿の静もりて

町内親睦地引網曳

先生も土地に居つきて遺跡掘る

一直線に畦の茎立

太鼓鳴り弓道場は花ふぶく
羊の毛刈る牧場ひろびろ

本村野堂本

山菅林高岡

千登英智春

千登人智英千登人千登英智人佳子子子人

ハ日立・かびれ連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃竹眠り﹄

一振りの塩ひかる鮎の尾

竹眠り梅雨ひそかなる峡の宿
かしましう連衆は女ばかりにて

鳰豆楽を舌にとくなり

家宝の槍が秋の風生む

盃の月をさやかに乾すべけれ

小松崎爽胄捌

一粒口に含む笹飴木崎節

ナォイャリングはづす朧のもの憂くて田川節

やは肌の燃えて乙女は伏目なる碧

香往きこめし小袖たをやか奈
哀しめば青葉の笛の間ゅらん爽

蹄輌唖什伽罐誌朋什皿叩霊舩・奥湯河原﹁うおしづ﹂

みのり豊かな春の旅終ふ爽

枝垂れては花吹く風のくれなゐに〃

鬚りそめたる駅の日時計佳

あれこれといつしか土産嵩みゐて幾

一杯の茶を振舞はれをる碧

ナゥ御詠歌もひそかに秋の巡礼は佳

石冷まじくうらみ葛の葉奈

うっかり捺せる契約の印〃
嫁入りは狐なるくし月の雨爽

ちりちりとポケットベルが鳴りはじめ幾

金平糖を掌に貰うたる木崎節

今を昔へ須磨の浦風佳

小松崎爽冑

週末の新幹線に乗り合はせ田川節

新井佳津子

田川節代

西幾多
中村奈美子

木崎倍即
田川帝即

爽

″

佳

守田聿石
木崎節子

やぶれかぶれに破る恋文

太柱そびらに冷ゆるっづれさせ
父にそむけぬつらさ身を切り
約したる逢瀬の刻をたがへもし

斉太郎節が耳を離れぬ

黒潮へ神峯いっぱい漕ぎ出でて

木崎拷即

菫石

奉示

佳

幾

奉不

孤悠先生秋をむせぶか

月よさに河童が頭覗かせる

一目散に帰るふるさと

はらはらと落ちて零余子のあと知れず

野点の招きうけし遅き日

ゆくりなく万朶の花のクラス会
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八日立・かびれ連句会その二Ｖ

歌仙﹃竹山﹄
竹山に秋の来てゐる風の色
かどぱ

金糸のごとく懸る夕月

小松崎爽胄捌

っ幾爽
節佳

露寒の貝を洗ひし門端にて

小

節

はめ掻く音の気になってをり

飴ころころと舌にまるばす

いくたびも目を覚しける旅枕
ワ天気図は西の方から晴れとなり

明日逢ふ衿を附け替へてゐる

胸にふれゆく源氏蛍よ

連衆とは心を許す仲にして
ゆくりなく近江の里を通りける

葡萄を珠とふふみをるなり
月よさの紅殼格子濡るるらん
木屋町あたり下駄の音澄む

ちびりちびりと一合の酒

なじ

墨染がいつか泥みしかなしさに

雲雀の声が足下に湧く

谷越しに花の盛りをめでにけり

ナォ藍甕の深きねむりの昼霞つ

草に身を投げ泣きくづれたる田川節

古里を捨てる覚悟の舟出にてっ

書割の松色も鮮か木崎節

掛小屋の幕を煽りて更けまさり幾

火の用心は語尾長く曳く佳

あすといふ日が侍みなる独住爽
個人負担の増えし医療費木崎節

姥捨ての昔を今に思ひみて幾

白寿越えねばならぬ気構木崎節
迫上
る月に怒涛の光るらん田川節
あらぱしり

新走酌む赤き大盃幾

ナゥやや寒く鄙の味なる朴葉味噌爽

昭和五十九年九月十三日首尾齢・平潟港﹁柳屋﹂

こぽ

円空仏に名残り惜むか佳
買ひ足して始末におへぬ土産物碧
発車に間ある単線の駅佳
青毛てふ一樹の花の咲き溢れ爽
夢のごとくに雪霞む山佳
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ね
津

西松
崎

<
ち

木新守
崎井田

き

田
川
木
崎

佳碧節ノノ幾つ代爽つ幾つ子子碧爽こ多青

八高知・夏炉の会ｖ

﹃水盤の巻﹄
高橋柿花捌
高橋柿

高橋恒
池田和

西岡晴

軋む屋台に首を突込み
松林朝

異人館めき蔦茂る塀

堀川にうつりて月の汐満ち来

吉本幸

かりそめの逢瀬は街の灯をのがれ

誘ひ電話ひっきりもなく

岡崎筍

上田天

岡本歩

田村三

岩村牙

つかずはなれず私立探偵

残留孤児の訪日の沙汰

学舎の赤煉瓦塀月寒し
鉱炉庇に飛べる綿虫

囲碁仇なる警察署長

町医者として表札の文字薄れ

日脚の伸びし休み陶窯の辺

前田久

藤本昭

花野一

値下りのいつまで続く円相場

ゥ温泉みち顔を打っては落っ木の実

犬を残して稲刈りに出る

疲れたる勤め帰りの灯に透けて

水盤の月日古りゆく石一つ

仙

愛用の古帽子より花
の屑
かま

ナォサラ金の親子心中水温み武内南歩

仏滅の日の次は大安仰

タレントを看板にして選挙戦内原陽子
福祉国家に軍事費が増え小笠原裕子
汗の身に相続税のどかと来し岡田一枝
手をかりもして遊船に乗る木戸節
思ひきやホテルのパーで又出合ひ童

元俳優の刃傷の沙汰陽

記者室に送槁の声とび交うて中平千賀

城濠端の退け刻となり蒼

西孕東孕と月見舟翠

大秋晴の無罪放免青木静枝

ナゥ小鳥来る写経の閑の縁端に和

その日のうちに届く郵便竹林美和子
アラブより帰りて豚を飼うて居る童

岬なだらかに草の伸びつ皇城
庭広く花に床几を配りあり童

昭和五十七年十一月一日首

鯏糾のこぼる蚤青筧水花

昭和五十九年八月一日尾
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歌

之和童子花和介林仰城翠童枝蒼子介美花

藤井佐和女

高橋微代

八木一壮一

八木荘一Ｉ
高橋微代拐

八東京・神田義仲寺連句会婦人の集いｌその一Ｖ

歌仙﹃コスモス﹄

子の笛の音の月に澄みゆく

コスモスの風入れにくる留守の家

秋の海浮世絵の紺深まりて
中村香重
伊藤澄琴
塚本稲子
吉田光講
中島好江

志野の小皿に塩釜の角

近づきすぎて愛犬すねる

佐

港見下ろす朝の食堂

ワモーターのうなり聞えて飛行船

ハンモックに疲れ休めの身をのばし

ネクタイを選ぶ楽しみ今日もまた

稲

釣忍買ふ駅の構内

核兵器反対叫ぶデモの列
煙草一服タクシーにをり

微

石井美雪

稲

光

佐

光

好

重

冬の月魔除けの獅子の屋根瓦
くったら市の売子たくまし

乱筆の赤紙貼られ分讓地
琴糸切れしま鼻の床の間
満開の花の椴帳おもく垂れ

大石ゆらぐ陽炎のなか

光

ナォ春鏡仮縫のピン光らせて好
テレビが伝ふレーガン圧勝微

終車の尾燈雨に惨める重

家苞は榛名の山の裾の草光

手造りの胡瓜の粕漬味よるし

嫁ぐ娘の手のリボンフラワー吉江和香

端居して孫に絵本読みやる稲
海越えてまだ見ぬ国へ旅の夢佐

トゥトァンクァメンの黄金の首雪

決心して我とり戻す老の床稲

聲え立つビルのはざまの月青く田辺多鵺

鰯豊漁猫も横向く稲

ナゥ日短かし反省もする猿の芸光

どこへ行くにもヘッドホン付け好
コーヒーの苦み残りて人混みに雪

リズム体操はやる中年〃
作務僧の掃く石段の春〃

三春には滝と見まがふ花ありて多

駝諏唾什抽蓉十斗朋十峠叩牽舩・神田御宿稲荷社務所
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濡搾佐榊銃捌

八東京・神田義仲寺連句会婦人の集いｌその二Ｖ

歌仙﹃秋の蛍﹂
秋の蛍わがてのひらの玉となる

月光に淀くおしろいの花
紅葉鮒さかなに三人酒くみて

張子の虎の首がゆらゆら
風鈴に気配やうやく海の風

蚊取線香足下におく

問橋微代
石井美雪
伊藤澄琴
中村香菫
在間香甫
吉田光篇
塚本稲子

﹁核の冬﹂生物絶えて月ひとつ

白壁の倉敷の町水に映り
薄茶の手前名物の菓子

甫

重

澄

藤井佐和女

写生にふける夫の横顔
瞳の奥に魂溶かす光あり

微

八木一壮一

ゥ昼過ぎの厨マンゴーの香を充たす

カラフルな傘女学生たち

雪化粧する遠き山脈

稲

青き空勿来の関の花盛り

佐

光

美

朝の紅茶の豊なる色

微

還暦と白寿の母娘旅の話

醇りの山人は黙して

小唄の稽古テープをかけて澄

ナォ春惜しむ重ねて仕舞ふくリー皿重

印花布の藍くっきりと帯にしめ佐
首都の警備の飛行船浮く田辺多鶴

新しき靴をせんかたなき驍雨中島好江

百夜通ひの深草の道澄

祭噺子の調子そるへり稲
越前の竹人形の竹の髪美

暴走族のバイク近づく重

亡き妻の写真なげしに笑ひをり微

秘湯の夜長ひとり眠れる光

盆の月明日はよき日と願ひゐて甫

ナゥ豊作の稲田ひろがる汽車の窓佐

馴れぬ背広で会社訪問多
午後は陽炎校庭にみつ稲

向ひ合ふ回転扉に旧き顔好

杉菜浄土に杉菜つどへる微

花の夜打ちもせぬ琵琶うたふらむ美

畔輌壷什皿罐皿朋十．申雷舩・神田御宿稲荷社務所
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八東京・北区連句研究会ｌその一Ｖ

ナォ目借時朱肉ねもごろ練り直し瓢

煙草の火玉掌ナにころがす
大門ンに添ひて盛りの水仙花

月光ゲに浮く穂すシきの壷

鳩居堂秋の扇を売りにけり

瓜生白雨

小林しげと

笹川耕人
水野舟香
平田花仙

平山柊一郎

阿片瓢郎

十五夜に酒まんじゅうの山と出て花

図上になぞる﹁ったの細道﹂し

思ひきやナイスミデイの客となり白

樺の洞に狐棲むてふ白

歌仙﹃﹃
秋秋
のの一屋

椅子に置かれた古い補聴器耕
煮〆物袖に隠して木戸を入る花

悪智恵憎しグリコ犯人舟

法被を脱いでっ参く河豚ちり

なまはげの泣く子を後に雪田面し

ゥ双眼鏡しきりにビルの窓のぞく

舟

もの思ふ歩幅となりて遠ざかる

蹄榊亜什皿︾十斗亜一汁私印零文音

春の岬をよぎる釣舟柊

千本格子見える家なみ岩井秀峰
明の鐘段段として花の奥石川江楓

薄墨の絹紙に惨む筆加減柊

ナゥ屋台店紅葉の下に来て止まり舟
いづくともなく塵の寄り合ふし

撲爽やかに獅子の一と節白

呼べば応へる岩風呂の女卜舟

写真家が助手追ひ立てる夕まぐれ柊

くもりがらすの人影は誰ぞ

白

たかにしの湖ミ逆波を拡げゐて

鶴の化身と語り伝へて

し

柊

柊

寺化

し

白

一化

舟

十化

土間に片足かけて冷や酒

眼を遮へる一木もなき広野原
月の出に赤々うるむ夜干し梅

山里ながら救急車来る

念佛講は老の生き甲斐

あちこちに脱ぎ捨てられし下駄の数

野火止の水清らかに花散らす

耕す頬を撫でるそよ風
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八東京・北区連句研究会その二Ｖ

幕間上はしばし琴の音流れ来て

短日や夜にまたがる家普請
厨仕事も着ぶくれのま蚤

小林しげと

瓜生白雨

平山柊一郎

水野舟香
平田花千

歌仙一﹃
恵短
日日や﹄

八十の師に七十の弟子

瓜生白雨捌

浦の月猪口に満して酌み交す

柊
し

岩井秀峰

舟

売り値のかはる朝顔の市
おせんの賓のほつれたる様

ゥ湯上りを風さはやかに撫でて行く

夜もすがら封書眺めて捨てられぬ

柊

白

し

″

甲

ひ

高橋甲子

一化

期限過ぎたる手形一枚

渡辺ひさし

リハビリの車に槌る足運び

雀集まる児童公園

釣堀の水面にまるき月浮べ
冷し西瓜のたれを呑み込む

行革に縁なき輩ざる碁打つ
あたりにこもる臭きトクホン

舂塵の舞ふ審査員席

列なして金剛杖が花の下

ナォうららかな日射しを背ナに牛曳かれひ

大黒柱木目煤けて甲

伝統の暖簾に賭ける御漆石川江楓

異郷の空に昏れなずむ山柊

越冬湖双眼鏡に鶴踊る舟

牡蠣雑炊の売れ行きの良き秀

智恵の輪を難なくほぐすアシックスし

抱けば忽ち消える妖精白
杜の宿逢瀬待つ間の薄化粧舟
窓にひろがる箱根連山柊
神棲みて鈴振るごとく月降りる舟
寄せ植にする秋の七草秀

ナゥ松虫の軒に一葉出て来そう白
写楽はいつも口まげてゐて花
頑なにバレンの技を子に伝へし

墨で塗り消す仮の定紋秀

空ラ濠を埋めて花の散り敷くよ〃

昭和五十八年十一月二十五日首

朧の中をたどる人影笹川耕人

舩・中央公園文化センター

昭和五十九年一月二十九日尾
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八横浜・義仲寺横浜戸塚連句会その一Ｖ

歌仙﹃右足と左足﹄
八木荘一捌

斎藤徳治

八木一壮一

句集上梓に酔ふや白酒

右足と左足まだ春寒し
三木多美子

木下露女
八木きぬ
藤井利子

鏡の奥にやさしちちはは

定年のふるさとの梅見にゆかん

燕が帰る砂の鳴る音

三日月を沖に細そり吊り下げる

珍田弥一郎

もてあましたる恋の分量

寺壮

ゥ稲掛の上のブラジャー赤と縞

多

一三国

杉のうしろに髪吹かれ待つ

はらわたにコーヒーしみる朝の卓

徳

寺壮

″

徳

利

一壮

き

引越しの一家たちまち点となる

露

驍雨となりて消えし織糸

例へば烏篭・ガスのレンジ
曼陀羅のなかに上りし夏の月
嫁と子をつなげる縁に苦しみて
植村直己マッキンレーに死す

遠廻りするぜんまいの径

深酒の花咲爺起すくし

ナォ春の星座そらんじて子と離り住む富

建て増しをする戸塚区役所き

硝子戸に目を貼り烏おどろかす荘

おもかげといふ黒砂糖羊葵き

ずうっとそうであったやうに残雪す荘

ぬかに釘打つ君を想へり荘

テレビ終ればむささびの声富
冷蔵庫不精の極み叱られて徳

やはり歩ける直立がよしき

両手にて児をささげ抱き朝の道富

露と名付けて飼へる鬼蜘蛛荘

月今宵大皿盛りの煮っころがし徳

ナゥ木橦咲き続けりアンニョンハシムニカ︵謹薯︶富

気象衛星疲れてしまふき
仏に近く眠りゐるなり荘

楮煮る大釜の湯気天井へ徳

七度び休む春の長坂き

刺青の上に花びらはらはらと富

醍諏唾廿軌稗匡朋姻甲雷舩・戸塚センター

−92−

ハ横浜・義仲寺横浜戸塚連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃鳳仙花﹄
八木荘一捌

八木寺壮一

珍田弥一郎

岡本富士枝

八木きぬ

鳳仙花の道ちりぢりに吹かれてゆく

高欄を建て出す秋の館にて

落葉松林から満月へ

未・だ飽かざりハングル講座

ワ壁向いて人形の髪柿いている

日焼けして記憶の戻る胡桃川
けぶれるように鮎の骨置く

き

弥

正木志司子

三木多美子

黒い涙をこぼすポスター

↑壮

多

鳶の羽根手折りて女妊みけり

土間に揃へし桐柾の下駄

き

一邑

士心

き

号壮

一口田

弥

圭心

半減期四十五億年のウラン礦

戦を語る語りべに似て
冬の月注文の多い料理店

立看板の桟に積み雪

湯を使ふ音すこやかに父在し

鋏はいづこ錐はどこやら
墨すって墨の減りゆく花のなか
軒に小さく﹁わらび餅あり﹂

まつかつ

ナォ妹輻の海へ蓬毛の春の脚弥
狼煙は西の山を越えて来る富

再び鳴りぬ津波警報多

また焦げる厨の煮物いかにせんき

父はおんなじ母の異なるき

枕辺に家鬼蜘蛛が来てをりぬき
洗ひあげたるカーテンの白富
妹と飲む牛乳の味やはらかし荘

ぺルーへの旅告げ電話ハタと切れ富
生きてあかるし死んであかるし弥

串魚焼きし河原や月上る多

再会の箸休む暇なし多

んめ
黄き金
目銀目のさわやかな猫富
ナゥ羊雲母を離さぬ家ありて荘

銃弾を撃ち飛行場にかがよう火弥

踏むにうれしき日本たんぽぽき

掌にしのばせて渡す暗号富
花の山霞に包みたるは誰そ荘

昭和五十九年九月二日首尾齢・戸塚センター
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ハ横浜・義仲寺横浜戸塚連句会ｌその三Ｖ

歌仙﹃早池峰﹄
八木荘一捌

劔の先を走る月光
高藤馬山人

八木一壮一

中津洪

ゆく秋のたそがれ法師罷り出で

三木多美子

宮下太郎

早池峰の雲立っを見に雁に乗り

硯と墨の統くる文机

ナォ春風をョツトが孕む相模灘太

うたたれに見し夢は狼籍荘

わざ有りの声耳底に失心すし

天井桟敷に余韻ひびきて馬

みんみん蝉女は家にゐて暗し荘

道のどこにもひらく昼顔太

紅茶ポット赤き帽子が並びをり多

小指つめたる尼の告白多

人畜に無害とばかり思ひける荘

貝の簾に秋の声鳴る〃

アロハ着てときどき口が軽くなる

ナゥかけたばこ噂は七十五日かな千田千佳

畳のへりにしのびこむ香し
臣哩

一壮

太

″

し

昭和五十九年十一月二十五日首尾
齢・戸塚センター

猫が居眠る石仏の膝し
花吹雪来つつ過ぎつつ唄ひつっ荘
柏尾の堤陽炎の燃ゆ馬

山越えの乳房重たく波うてり多

信濃の国は俺のふるさと太

手探りで呑む酒わびし今日の月馬

毎ミルクの甘みほどよく
ワ探烏会川の中洲へ渡りゆき
信じられない少女の言葉

小林しげと

憂きこともたんだ煙と聞き流し

釣った魚焼き留守番の午後

太

多

篭のインコさっぱり啼かず卵生む

ややありてより混浴と知る

馬

冬の月やはり黄色くまんまるに

後架の屋根に時雨ばらつく

一壮

寺引き受けてくらす半年

何となく片付かぬ顔してをりぬ

馬

多

太

ドレミファソラシドたんぽぽの架

幼稚園花といふ字を三つ書き

94−

岡本春人捌

ノノ操恵江敦光滋光星江女操子敦子恵人江
づ

八大津・義仲寺連句会﹀

歌仙﹃庵の木木﹄

尾鰭涼しく群れ集ふ鯉

庵の木木ささやきあへり奉扇会

久しき友と話はずめり

窓よりの風に句菱の飛び散りて

こほろぎの鳴く部屋の内外

男女平等論すこし下火に恵

ナォ街角に灰と白木蓮うかび上原和子

仕損ひたる心中の傷星

温泉場むかしの歌手の掛りゐて敦

ガラス食器を磨き透かして福田桐壷

肩を寄せ合うて蜜豆すすりつつ江

リフトゆれ眼下に朝の湖展け和

一と息に飲む牛乳の味恵
旅より戻り障子貼り替星

山坂に道祖神あり野菊咲く壺

壁画の阿弥陀浄土炎上星

芭蕉の葉光り半月かたぶきい恵
ぽとりぽとりと木の実落っ音壺
ナゥ鞄かけ急ぎ連れ立ち初時雨江

陽炎踏んで集ふ公園敦

背の子をあやす埴輪の笑ひ顔壺

諸子の魚籠のずらと並くり江

花ふぶく志賀のみやこの跡とひて人

蹄岬壺拝趣辱錺朋一汁一予串牽舩・大津・義仲寺
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無念無想の墨書名月中天に

志田富本宗
倉川

光静春し
滋
星

ハイウェイ芒の穂波つづきゐて

指折り数へ逢ふ日待つなり
帯じめの好みの色を贈られし
泣きたることは遠き思ひ出

笹鳴らしと落柿舎の庭

背をまるめ八十路の母の菜を漬ける

月凍てし道老犬のとぼとぼと

ひとり住居の暗き灯

京菓子の味まるやかに舌に溶け

仔雀飛べと親雀鳴く

花見酒いつもの顔の揃ひたり

讃美歌流れ来る春の宵

小新沢貴石武岡岡

八岐阜・岐阜高校連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃秋の寺﹄

爽やかに下校子の声行きすぎて

色新しき立ち待ちの月
日下部光

村木正

名畑日自

兼松修

佐口修

たまのお掃除紙屑の山

ナォ蜆汁いつの間にやら三児あり昌

コァラコァラと人の集まる穂
太平の眠りを醒ますマル優税泰

やっと乗り込む豪華客船正

頬染めて寄り添ふままに波白く俊

覆刻版の恋の綴じ本昭
煤払ひ亭主は物の隠れにて
密かに動く雪蓑の群司

廃絶の旧家屋号も忘らるる昌

髻はもじやもじや髪はぼさぼさ穗

有明けの月を背中に受験生泰
木立ちいつしか薄紅葉する正

上下左右の呼び込みの声昭

ナゥもの音も万事ほのかに秋の街俊

孫どもはディズニーランドで大はしやぎ

いつも笑顔で耐へる私司
碁敵を待てば畳に花の影昌

白黒まだら仔猫じやれあふ穂

恥輌壺什地︾十斗朋二拝砿甲霊舩・岐阜高校
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大木を登る読経や秋の寺

推すべきか敲くべきかと時移し

伊藤俊
渡辺正

河村泰

窓にさらさら竹のささらぎ
ゥ横笛の黒きしじまに搦々と
インクかすれし文のはかなく
嫁入りの話じんわり煮つめられ

二人一つの影を眺める

暮れかけて月も涼しき芝居小屋

浴衣の腕にのぞく刺青

借金の返済期限五日過ぎ

妻子故郷に冬の出稼

微笑浮かべ囲炉裏の端で読む雑誌

流行歌手の装ひさまざま
峠路へかかればはらと花の枝

春燈明かし里の家々

司一昭俊泰穂正昌司一昭一子穂子一司一

ハ岐阜・岐阜高校連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃あぢさゐの雨﹄

あぢさゐの雨は雲居に上がりけり

昼のロビーを抜ける涼風

祝日の撮影会の賑ひて
知る人もなき秋の高原
気動車の二両編成月丸く

大野国
佐口修

ナォ新学期あかあかともる定時制〃

送迎バスはずんと古びて士

この果ては崖なり島の飛行場

おほさかくんのことづてもあり士

一夜にて破るる恋と知りながら

姉妹で稼ぐ個室浴場士

事務長の呵呵大笑に山の家

蠅の止まれる売店の窓士

横光の書物ひもとく病み上り

粥に重湯に茶飯雑炊士

繁栄の国を隈なく月明り

赤い羽根売る地下街の口士

ナゥ手洗に頻りに通ふ秋曇り

見る者のなき故花の誇らかに

万歳をして宴も酎士
引き物は必ず志野の夫婦碗
子供三人孫は十人士

昭和五十九年六月二十三日首

霞む山より流れ来る水士

舩・岐阜市内ビアガーデン

昭和五十九年八月十日尾
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里の翁を編す猪

ゥ竹取の主役を気取る幕をあけ

聖子も最早や女ざかりよ
別れ話をキスで打ち消す

立つ煙立たぬ煙のもやもやと
指先の触れればドアの静電気

玲羊を撃つ奥飛騨の郷

新刊図書のとんだ売行き
冬月の満ちて太古の緑おび
名刹をめぐりて御符のコレクション

出先きの縁でつつく弁当

妊ったるに気付く三月

一見の花と思へど舞ひ止まず

一士一士一士一士一士一士一士一士一士

八松山・錦心会ｌその一Ｖ

歌仙﹃若水﹄
渡部伸居捌

山内去心壼三

渡部伸居

徳永山冬子

澄む柏手に応ふ初鶏

若水や闇をぬぎゆくはねつるべ
春の炉のうつるの刻を句に寄せて

近藤美代子

牧淑子

佐々木真紀子

奥村京子

ナォ鐘霞む麓の寺の日暮どき居

温泉の町に病上養なふ京

子のつくる雑炊煮ゆる匂上して真

戦時困窮今は追憶雪

雪かぶる富士の雄姿の厳かに美

黒々東つる樹海果てなし淑

洞窟に迷ひ入りたるスリルとも居

無明世界に堕つる昂り京
きいぎぬは心の内をあかし得ず真
中宮の尼住まはれし里雪
竹林の小径を濡らす月雫美
温め酒の欲しき淋しさ淑

ナゥ縁辺に不祝儀ばかり続く秋居

郊外電車音高く去る京

烏の群弧を描きっ易瀬戸の海真

スキップの児の赤き水筒美

真新し机に花の活けられて雪
蝶きらめきに似っ窓を訪ふ淑

群榊壼什地蓉畦朋苦壺叩霊︵文音︶

／

床の問のわび椿一輪

下絵かき終へて朧の月昇り
コーヒーの香に心安らぐ

美

淑

真

幸ヨ

居

一思

美

淑

真

幸三

居

ワ丁字路のカーブミラーに人の影

後姿に胸も波立つ

はにかみっ電話の言葉遅れがち

あからむ頬に風の涼しき
明け急ぐ岬に駿馬草を食む
ちょっと待てとは呼びかけの札

仲麿の月もこの月中天に
黍硬く祖母の鄙びたる唄
炊事場と隣り合はせに秋蚕飼ひ
行きつ戻りつ気もそヌろなり
もじノ︑と花見余興の出番待つ

蕨そここ蚤拳持ちあげ

Q8−

八松山・錦心会その二﹀

脇起歌仙﹃玻汗の水﹄

寒林を貢き鉄路一直

玻汗の水ながれゐる深雪かな

真新し学童鞄はや買うて
箱のひよこの鶏冠濃くなり
名月を突き放したる山の揺れ
そこはかとなく秋風のたつ

老いひとり昼を灯点し機を織り千

納戸に眠る古き文集和

ナォ思ひ出は遠足の日を待ちし頃居
渡部伸居捌

北方領土還せ浮氷も流れ着く芳

容

酩輌珂廿地軒一一一顕一拝唖申露文音

堤防に沿ひし桜の花の帯芳
うるみてやさし春の星空孝

丹精に重患の猫甦り千

人災からみ起こる天災和
母の形見を糠張りする容

霧を来しバス霧に消えゆく孝
ナゥうそ寒き銃弾事件迷宮に居

黙し酌む月の宴の名残酒芳

立ちのき迫る道路公団容

眼裏にひそかな彼がなほも棲み千

結婚式も首尾よしと見え和

かはら器の素朴の色は随神ラ居

深く陽を吸ひ冬草の青孝

とんび麿生み子は大臣に容

徳永山冬子

渡部伸居
細場容紫子
河本千代子

居

岡本孝子
坂本芳子
土居和子

溌刺のひと悌に抱き

ゥ旅に病む身にしみじみと虫の声

千

容
孝

白きチャペルに夕茜さし

芳

放課後のテニスコートに弾む恋

客間に懸かる額のちぎり絵

湖の仮桟橋の忘れ魚籠

千

居

和

ぽっくり寺の今の賑はひ

街の灯を落したゆたふ高瀬川

芳

孝

祭噺子を頬杖で聞き

卓へだて語らふ人へ月涼し

畷づたひにつくし滴みつ易

そ武ろ行く花影肩に受けながら
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ハ栃木・句華苑吟社ｖ

歌仙﹃こでまりや﹄

蔓

石川白路

句華吟社同人捌

こでまりや明石縮みの袖ひらり
昼のほたるのひそむ葉のゆれ
桑原民人

吉本三首受

能面のうすら笑ひに夢さめて

朝な夕なに街ながしゆく

人

二日月オカルトの身のなれの果て

鴫の贄みゆシグナルの赤

言受

ゥ朝霧に旅立つ人のあるらしく

路

菖三

蔓

人

新村正一

虹

草塁

虹

人

沼尾虹

鳥海順之亮

クルス

一点となり烏の消えゆく
胸走る痛み十字架に膝まづき

裾に煙草の穴が三つ四つ
蓬髪にうつけ聖の名を冠り
星夜娼婦の透ける二の腕
血まみれに冥より見たる冬の月
ほくるも娑婆のメモランダムと

露の間のつゆにも眉を潤すらん
木偶と云はれて飯場あちこち
花吹雪その夜きらめく修羅の影

フェーンの風にゆらぐ外灯

ナォ昼もなほ黄砂
の下のビル暗く虹
プーサン

調も悲し釜山の海人

あでぴと

孤島より来し艶人と語りつぎ蔓
流離の師父の佗しおもかげ人
冷えびえと見よ白妙の円舞台蔓

真夏の夜の解せぬ誘ひ〃
わがむねにひそむ星より来し人か路
レダの拾ひし白鳥の羽蔓

超能力を見せた裏方人

わ

ポンロンと青きドームの破るる音〃

夜目にも黒き眼鏡三つ組虹

割勘の札をかぞへる月あかり蔓

太政大臣清盛の痩せ蔓

ナゥ紐のごと巻きつきへちま太るなり〃

飾鎧に風の音聞く路

木曽殿が六波羅睨む眼かな虹

霞の奥に浮き世尋ねむ〃

蔵人の名を持つ花のいさぎよく虹

蹄噸亜什地毒蒜朋結弱電齢・句華苑吟社
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八東京・草茎ｌその一Ｖ

歌仙﹃鴫
り﹄

チューインガムが靴にはりつき

靖

筧

″

一夜の妻は角巻のひと

ナォはるか来てひめゆりの塔まのあたり

岸壁に別離のテープ握りしめ

靖

宇田零雨捌

お神酒へりゆく神主の留守

ものうげに背のびをしたるかまど猫

直

及川ハツエ

宇田零雨

直

舂光満ちてあたたかな昼

佳

広田節子

直

ハ

紙屑籠にたまる空缶

止

朗

鉦の身に入む奥比叡の坊

しんしんと湧く霧深き十三夜

鬼灯市に降り出せし雨
冷房のきく映画館満員に

にたノ︲︑と髪を乱して物狂ひ

噂りに揺らぐほかなし天守閣

西郡真佐女

″

一本橋は村境とか

遠足の子等と摘草たのしみて

″

日笠靖子

声をおとして渡るかりがね

りんどうの濃きに夕月匂ひそめ

ハ

筧

木村筧水

やがてはダムの底になるらし

ナゥ行く秋の鹿笛吹いて慰まん

止

恋の面影しのぶ撰集

加藤えう子

万葉の防人の碑をなつかしみ

ワ定家忌をひそといとなむ古都の秋

衿足のふとなまめきて癒え近き

鈴木佳子
小川広男
武田一朗

宇田都子

も

しばし佇む春愁の丘

舩・草茎社

牧野達子

昭和五十九年三月十八日首
昭和五十九年七月十五日尾

かはたれに散りくる花の美しく
おぼろおぼろにひぎく鐘の音

″

かそけき風にゆれる絵簾
潮騒のごと鎌倉の蝉時雨
豆腐料理のうまき尼寺

磯直道

佳

直

永雄もりえ

ハ

不況の中の歳末の旅

都川一止

月上げていとど佗しき枯木立
サラ金のビラがやたらに目につきて

子の手離れし赤い風船
遊園地お猿電車は花の下
ゆらりノ︑ともゆる陽炎
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八東京・草茎その二Ｖ

歌仙宴戸↑牙谷︑み﹄

宇田零雨
清水福子

宇田零雨捌

眩しきまでに風光る朝

芦芽ぐみこの世に望むこと多し
益田きみ江

小径の奥に古き四阿

て

″

つ

葉

シズ

鈴木つとむ

室え

き

下村てつ男

山尾糸江
岸本花子
木村筧水

加藤えう子

若林宏子
木村葉山

やうやくに鶯の声ととのひて

八千草の露美しき月今宵
初潮の香に句筵たけなは

胸に残りし悔の数々

ワ子規の忌の育ちそこねし痩せ糸瓜
行きずりに亡き夫に似しひとに会ひ

恋しさっのり涙あふらせ
夕づけば遠水鶏きく峡の宿
洗膳で酌めば月は山の端
今日もまた矢切の渡し賑はひて

小さな墓の野菊枯れつつ
潰えたる桟道に置く霜柱
昔ながらの奥の熊の湯
花冷の暗き帖場の招き猫

燕の頃は閉めい玄関

膝にひろげた推理小説き

ナォうとうとと眠りをさそふ暖かさっ

待つ人のなかなかに来ぬ駅の隅て

安香水をやけに匂はせ黒木火草
蛇使ひ蝮蛇を首にまきつけてて
テントを叩く大き雨音東浦佳子

サラ金の返済にせし家屋敷花

落葉の積る庭の洞れ池っ
斑鳩の里は静かな年の暮宏
倒れしままの小さき碑葉
新古今集ひらく長き夜〃

弦月の濡るるばかりに虫しげき福

テープに孫の声をききつつ〃

ナゥ菊の香の溢るる庫裡に癒え近く佳

停年の思ひ出の旅ほそみちへ宇田都子

雲雀さへづる長閑なる空火

遙かにあふぐ残雪の嶺広田節子
満開の花はきらきら日に映えって

恥輌河井秘轌匡朋什珂叩雷舩・草茎社
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戸板ならべてひさぐ自然薯

轟々と出で湯は音をたてて湧き

夕月の街道筋の風冷ゆる
はや冬支度すみし本陣

江戸文学を学ぶ外人

ゥ高々と尺八をふく行脚僧
何となく瓜実顔の娘に惹かれ
寝まり寝まらずともす閨の灯
越後路にかかれば雨の降りつづき

潰えかけたる梁番の小屋
焼酎の甕までとどく月明り
ひまさへあれば横好きの笛

虚ろの空を帰りゆく烏

宇田零雨捌

宇田圭戸

磯直
木村葉

山道雨山道雨山道雨山道雨山道雨山道雨

八東京・草茎−その三Ｖ

歌仙﹃寒
一

ちらつく雪の消ゆる川の面

舟宿の牡蠣雑炊や寒の内

内

居心地のおもしろからぬ猫の顔
出入りはげしきお遍路の連し
花吹雪ときに汐の香ともなひて

学習塾を妻に開かせ道

ナォ一向に売れぬ原稿書きつづけ雨

年下の夫は蒲団干す役目山

狛犬よりも小さきお社山

落葉をくぐる栗鼠のすばやき雨
とり囲む山々すでに眠りたる道

オホックの涛音もろに打ちかぶり雨

鰺刺の舞ふ故里の夏道
殿様の銅像染めて大西日山
浮浪者眠る城杜公園雨
終電車通りしあとは月澄みて道
柳団地は柳散り敷き山

馴れぬギブスの足をかばひっ道

ナゥくいごまを廻して遊ぶ一人っ子雨

モナリザの模写が壁から笑ひかけ山

真昼にときを作る鶏雨
喪の家はひっそりとして残る花道
霞の奥の借景の比良山

蹄岬唾什地蓉一Ｆ朋拝型甲跨︵文音︶
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の

八松山・草茎松山支部ｖ

脇起歌仙﹃襟巻﹄
襟巻に罪あるごとく顔埋む

河波たて塾荒ぶ木枯

久々に草庵の門開かれて
桂の花の匂ひたヌよふ
原稿の遅々と進まぬ月今宵
髭を振りっシ鳴きし馬追
ゥ気位が高いばかりに恵まれず

国家を愁ふ百年の計

廃船がぽっかり浮かぶ島の影
そっと手と手が触れし幸せ
金縁の眼鏡が似合ふ彼の人に

寺岡情雨捌

弥

朝

ナォ草萌えてはるかに展く草千里

拾ひ集めし空缶の山

千

親の許さぬ恋の果てとか

にたにたと漣を垂らす物狂ひ

き

紫

弥

白石まさ

岬れ︲どもあほれど酒のほろ苦く

ジングルベルの流る街騒

山本保

″

行方くらます店の大将

バーゲンのミンクの毛皮積み重ね

はら／︑と水に柳の散り初めて

千

宇田零雨
寺岡情雨
井上弥生
武知千代
伊藤紫水
千

礎の棲む古りし名刹

ナゥ風鈴のたず急がしく鳴りひヌき

千

″

千

舩・武知邸

吉岡吐月

中野かずえ

昭和五十九年二月五日尾

昭和五十九年一月十五日首

幻の如炎ゆる陽炎

ちらほらと天守の花のほころびて

″

杉浦朝子

西日射し込む狭きアパート

朝

弥

天心の月皓々と照りわたり

紫
紫

視野をめぐりて消ゆる初蝶

万眠茶飲めどなかなか痩せもせず

″

紫

頭なやます勤務評定

富田きみえ

野原初子
野本春枝

山田久栄

浴衣の藍の香りゆかしぐ
城跡に来て仰ぎ見る夏の月

白石まさ

朝

薄挨被り給ひし道祖神
峠の茶屋に懸る小面

弥

昔なつかし童ンベの唄

見下せば里は万朶の花満ちて

つぶての如く駈ける若駒
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八東京・葛ケ谷会ｖ

歌仙﹃﹃水芭蕉﹄

ナォ雪代のひたすら海へ押し出して春

青のりあぶる朝の食卓満

オリオンのうるむ夕を寝もやらずや

舂

春

蹄榊唾拝皿嘩極朋牙札叩密舩・西落合・彰居

故郷の夢はいつでも花の中〃
酒屋の軒につばくろの入る愛

弁天様で銭を洗うて玲

ナゥ亡き人の藁打つ姿目に残り春
猫はペルシャで女はフランス玲
美顔術今からだっておそくないや

月満ちて紅茶に二つ角砂糖や
林檎の皮の剥けぬ子のゐて満

鈴虫どっと多摩の横山春

核も非核も御意のままなり玲
どう違ふ？申告漏れと脱税と満

急カーブ白樺こえて風透る満

画架を担ぎて歩みくる人彰

別れも愉しと眩いておく春

勝田けい子捌

多佳子忌や静かな湖の鳶一つ愛

杉江杉亭

佐久間多満

勝田彰

夏雲の湧く四囲の山々
高橋みや

水芭蕉靴紐強くしめにけり
大土間の冥みに蛍籠ありて
学校帰りの児ら集ひ来ぬ
会田愛

山地春眠子

こぽるるばかり十六夜の月

迷ひ犬探しさがして吹かれゆく

岩田玲子
杉

ゥ赤い羽根つけて読んでる叛臣伝

ガリ版で刷る恋文の束

玲

玲

忍び会ふ樹下には暗き音を溜め

満

朴葉の味噌で新走り酌む
白塗りの毛糯並べて盆芝居
エリマキトカゲの逃げ足わらふ

玲

寒の霞が隠す繊月

かんじき

槙をかけ揃へたる杣の小屋

や

彰

杉
愛

へそ饅頭を手に提げてゐる

春の上野の駅の混雑

ジーパンのお国訓にふりかへり

車椅子四五台とまる花盛り

−Io5−

八東京・くのいち連句会その一Ｖ

歌仙﹃長城も﹄
暉峻桐雨捌

吉田士ロ

伊藤紫

暉峻桐

入試を越えた少年の眉

長城も果てはあるらし烏雲に
野茨の芽のそれぞれに萌え立ちて
矢島

仙波鶴

ナォこの暇におばにもらった種播かん鶴

出前落語にふえる御晶眉光

風おちてネオンの色もうるみそめ司

今宵かぎりとまた酔いしれて桐

首筋の消えぬマークをからかわれ紫

舌にころがす白玉の冷え吉

ひまわりにショートパンッの人通り眸

外人墓地の丘見えかくれ鶴

赤い靴はいた子つれてショッピング光

餌のちらばるからの烏籠司

ししがき

新月とともに旅だち望の月桐
猪垣ごしに世辞をばらまく紫

ナゥ肌さむの老いの長居を気づこうて吉

亭主と嫁の愚痴きりもなし眸

夜も更けて山のいで湯のこんノ︑と鶴

延びたうどんをすする広敷光

在所衆名残を惜しむ花莚司

昭和五十九年四月二十日首尾齢・四谷

ゆくもかえるもくのいちの春桐
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ハミングまじる包丁の音
あすからの事は忘れて月の道

小方光
内山司

水洞れそめて残るたも網
ゥ施主なれどわが家はなくて破れ芭蕉

かわらぬものは婆と酒蔵
かまくらで三々九度をせしことも

別れた女と出会う顔見世
とおり雨やりすごしたる築地河岸

峠の村でざこを商う

隠居でも話はずんで今日の月
手元たしかに新蕎麦を打っ

はや売りきれし茶屋の壷焼き

はつぴ着て娘の勇む秋祭
中学英語で案内に立ち
花盛り梅や杏も咲き揃い

眸吉紫桐司光鶴眸吉紫桐花浦女眸女苑雨

八東京・くのいち連句会その二Ｖ

歌仙﹃親鶯忌﹄

麦まく人の小さき黄昏

親驚忌ぼんのう具足の面そろい

暉峻桐雨捌

矢島

暉峻桐

小方光

吉田士ロ

借りた雨傘かえす庭先

ぶら／︑と雑誌を買いに街にでて
仙波鵺
内山司
伊藤紫

忘れた虫歯また痛みだし司

ナォ耕転機とむれば遠く蛙なく鶴

がまんのならぬ嫁の橋声桐

定年の友なぐさめてふつか酔紫

弁当に添えたメモをばひやかされ眸

教員室に冬の木洩れ陽吉
駐車禁止の貼紙を剥ぐ鶴

からノ︲︑と缶蹴りながら土手づたい光

島には島のなりわいと唄紫

ゆうべから気ままにかぜの吹き荒れて司

眸

りんどうを活けてたやさぬはたの音桐

風呂をもらいに月の出を待つ

ナゥはぜ釣の約束をする縄のれん吉
ジャンボがひくく飛ぶ羽田沖光

二輪車で塾へ急ぐ児影長く鶴

自販器で買うホットドリンク司

ステージは花の枝振るフイナーレ紫

ひとりノー︑が抱く春愁桐

昭和五十九年十月八日首尾舩・四谷
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豆だけですますつもりの後の月

故郷の母へ送るありのみ
ゥ銀杏ちる三州瓦色あせて
ここ四︑五年はへらぬ煎薬
ジョギングのコースで逢った古馴染

夜ともなると夜の粧い

冷し酒あまえる夫の国なまり

川ながれゆく白きわた雲
湯の宿の窓にぽっかり昼の月

自慢のとろろ配る下町

がたごとと炬燵をさがすそぞろ寒
てるてる坊主をつるす子どもら

綱曳の応援団に花ふぶき

あっというまにくれた永き日

光吉眸桐紫司鵺光吉眸桐苑花女浦女眸雨

ハ愛媛県・小松連句研究会ｖ

歌仙﹃黙一晴の﹄
黙祷の静けさにをり噂れる

すつば抜かれてフォーカスに載り以

ナォ酔ひ痴れし妓介抱うららかに洞

真昼間手掴み黄金の一億円月

煙ゆらゆら登る長き夜
ゥ島四国善根宿の秋彼岸
渡海船に文ことづける

月

以

月

洞

月
以

洞

月

昭和五十九年四月二十日首尾
砂・愛媛県周桑郡小松町立中央公民館

着物選びて都踊へ以

行︑き摩りびとと酒酌み交す以
花吹雪村から街へ散りゆきて月

連敗を免れ得たりジャイアンツ月

縮緬雛の寄る湖の面洞

ナゥ紅扱き律に借りて障子貼り以

松茸山の持ち腐れなる月

月光の風見鶏射す屋根のうへ洞

本妻妾睦じくあり月

乱れゐる黒髪照らす閨灯シ洞

ゆったりと温泉に浸りとる疲れ月
ひき
はばかりもなく
落籍祝ひして以

買出しに出し厚司人なり洞

あと白波となりし噂に洞

鈴木春山洞捌

八瀬大原若狭へ雪の深まりて以

鈴木春山洞

石丸信義

文机はうっすら春の瑛して
今井新月

曽我部介以

渦潮を観る高き橋桁

末の子ほどに可愛がりけり

近頃は女にデートせがまれて

洞

湯上りの月に濡れつつ薪を足し

身の細りゆく老いらくの日々

以

以

寝かせおく陶土の機嫌とりかれつ

洞

縁台に家族揃へる夏の月

以

月

魚の焼くる臭流るる

浴衣の袖に小銭ちやらちやら
不具の児の澄みし瞳の生き生きと
ふたりで乗りしゴーカートなり

花重ね重ねて古き砦跡

雪洞ばかり残るのどかさ
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八東京・柴門連句会ｖ

歌仙﹃新茶﹂
木村葉山捌

不動産屋に佇むふたり〃

ナォビニールの屑をまじへて燕の巣〃

親を捨てバッグひとつの新世帯美

木村形型子

小さき熊手を二の酉に買ひ禮
狂院の庭いつぱいに冬紅葉好

新茶汲み神父月曜休日たり

楽しげにいつ果てるのか長電話美

純

あとさきにそぞろ歩きの花の下敬

木の間がくれに光る川の面正

百歳の賀にひとびとの集ひ来て〃

ナゥ銀杏散る学園祭は華やかに禮
かはるがはるに押す車椅子純

句集の表紙夜なべして刷り

臥待の今宵はライスカレーなる禮

笛吹きケトル騒ぎたてつつ敬

覗きこむ鏡にしみの増えし顔高山佳子
貯金底つく気晴らしの旅本間千枝子

備前の壺に燃ゆる火の跡佐藤紀代

吉岡保子
伊原正江
柴田純子
高田禮子

夏雲ぽかり窓に浮べて

ジプシーの歌風のまにまに
貝塚の貝きらきらと良夜なる

正

禮

たぱ

僥みつつ高圧線は河を越え
土手さはやかにゆるるコスモス

宇佐美多津子

矢口美穂子

ゥ色烏の消えゆく方の丹波遠嶺

森林浴にこころ若やぐ

純

丸山敬子

まなうらに通勤地獄ビルの谷

屋上でやるラジオ体操

敬

禮

早口に逢引の場所うちあはせ

挙式のときはすでに母親

チャペルの塔のゆらぐ陽炎好
敬

正

上野好子

風吹きて里なつかしむ十三夜
稲荷の杜は木の実降り敷き

波しぶきかかる小店の濁酒
漁村の昼は眠るごとくに

昭和六十年六月首尾齢・大岡山︑望嶽楽房

いづくより舞ひくる花か人丸忌

純

松島祐子

今年は遅き春も閾けっっ
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八札幌・札幌かつらぎ連句会ｖ

歌仙﹃草仮名の﹄
久保田一九捌

ナォ強東風に扉の開いてゐる浮御堂江

心祝ひと佳句を賜はる静
位討ち右大臣さへ乞ふま蚤にあ
鼓高鳴りシテの摺り足須

″

有原江毅子

今井静枝

片手に重き押絵羽子板

濃い目の化粧少し気にして静

草仮名の卒寿の伯母の賀状かな
初釜のはやばやとよき音たてシ

ハネムーンらしきムームータラップを須

元禄の蔵書が自慢漱石忌静
き皇耳立てし竈猫なり九
末孫を抱き翁の恵比須顔江

俳句全集高く積み上げ

佐々木あきら

昭和五十九年七月十六日尾

昭和五十九年二月三日首

火山灰降りっジき春もゆくなり九

花に酔ひ花に誘はれ唄ひつ皇江

陽炎もゆる蔓の吊橋あ

落人の村の一人の琵琶法師須

稗搗唄の何処ともなく江

ナゥ秋寒しシルクロードの旅っヌけ静

煤の舞ふランプの下に丁か半か九
月かたぶけるコロセウムなりあ

物品税のか鼻るカラオケあ

久保田一九
静

月の面を流る湧雲の濃くうすく

一卜声残し雁金の落っ

江

竪穴遣跡発掘すぁむ

ワ見はるかす石狩の野の藁塚の列

九

あ

原発に賛否こもごも入り乱れ

あ

雨にもめげずメーデーの行く

安西須枝子

あ

たらひ廻しに新酒酌むなり

写真黄ばみし丁雷の祖父
遠ざかる海賊船に暁の月

江

静

佳き人の踊り疲れのあはれとも

あ

やうやくに日雇ぐらし身につきて

意地悪するも恋なればこそ

九

静

九

地虫出てゐる庭に降りたつ

まだっヅく花のトンネル人の波
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八松山・三如会ｖ

脇起歌仙﹃初

初日さすや七堂伽藍雪の中

扉の内外へ新玉の雀ラ

釣釜の柄杓静かに置きかへて
背を押してやれば揺るシぶらんこ

電気仕掛で踊る人形

朧なる月に沙汰問ふ垣根越し

ゥ先生の緯名は今も河豚太郎
痒れきらせつラブコール待つ
ともすればとぎれ勝ちなる針仕事

百の牡丹の風に震へる

で蛍虫の角振りたてシ行き惑ひ

連立政権もめる国会

秋の出水に崩ゆる大土手

月明はトランペットを屋上へ

所詮は運と酒を酌みつ蚤

長き夜を一間きりなる仮住居

開会式に上がる風船

渡部伸居捌

ナォ遠足の列に遅る皇子のありて勝

既に芽生ゆる文弱の相杜

宿六を隣の部屋へはたき出し易

腿のでものに膏薬を貼る志

北国にメガホン東つるロケ現場路

涛巌に来て千鳥飛び翔っ居

徳永山冬子

渡部伸居

いまはたヌ菩薩の御名に槌るのみ杜

恥榊珂拝軌辱垂朋二伝叩蕗︵文音︶

春を惜しめば山河薄らぐ易

ぼんぽりに紅ヰ浮ける花の雨志

実況中継巨軍惨敗杜

お隣の一部始終が気にか曇り勝

李朝の壺を飽かず眺むる路

ナゥ物音も無く冷やシかに奥座敷暁

誰の手向けし野の菊の束居

にはかに外が騒がしくなる勝
人呑みしダム湖に月の影蒼く易

口上は二世も三世も相契り志

後には退けぬ恋の道行き暁

生田路紅女

石川暁子
稲垣杜駆子

東勝子
武智仲志
乃万易子
居
路
暁

杜

士心

勝

居

易
路
暁
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日

散りつぐも咲きつぐも花美はしく

L＝＝

ハ高知・三冊子研究会ｌその一Ｖ

歌仙﹃朝虹や﹄

植田にそよぐ風の漣

朝虹や濁世塵土のものならず
今日よりは秘蔵の軸にかけかへて

螺鋼の琵琶に秋風をきく

石原涼捌

石原

田宮敏
山岡

利根待

柳に風と聞きながす妻待

ナォ春今宵旅に出でむの思ひあり亮

つば広き帽子に絹のドレスゆれ敏

パイプくわえて海をみつめる亮
思ひ出は別れし人の泣き黒子侍

黒髪長し玻璃の鬚りに敏
小さき窓ある白壁の蔵侍

時雨ゆく京の街角小ぱしりに亮

ひるにするかと野良時計見る亮

箱書きの墨色濃くて棚の上敏

笛吹岩に秋の潮さす敏

わだかまりさらりと捨てて今日の月待

ひさびさ帰る故郷のまち待

ナゥ赤とんぼさやかな朱の目にしみる亮

ガス燈のにじむ堀割いしだたみ敏

軽き裳裾の踊る靴先待
お伽の森に風船流れ敏

一瞬に過ぎたる駅の花吹雪亮

蹄耐五妹抗蓉ユ亜一汁訓明牽舩・高知新聞文化教室
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心豊かにジョギン︲グの道
お茶席の小窓に見ゆる昼の月

加茂の流れに屋形舟淀き

ゥ公達の芒野に狩る屏風の絵
やごとなき衣に透く手の美しき

半蔀あげて騒ぐ女房

読みかへしまた読みかへす古き文

中学生のまんが絵日記

水玉の浴衣なっかし月を待つ

夏期大学のロボット話
夕けむり鬼押出の観測所

師と対座して鯉こぐに酌む

廻廊は払ふに惜しき花の塵
ふらここ揺るる白き綿雲

敏待亮敏待亮敏亮待亮敏待亮敏子亮子涼

ハ高知・三冊子研究会ｌその二Ｖ

歌仙﹃無為にして﹄

無為にして書斎びとなり春の宵

石原涼捌

石原一源
平野月子
小松富枝
川北美恵子

手作りの菓子あたたかき色
ひるさがり蛙の合唱聞えきて

信号ガタッと降る踏切

月
一口田

足腰も取られてしまひ月の宴

橡の下なるこほろぎの宿

月

美

美

一自国

美

かほ

一目田

まぶたに浮ぶ白きブラウス
ひとことの言へざりし侮なっかしく
つげ

ゥ夜学子のリーダーを読む声のして

篠啓

月昇りプールあふれるにぎはひに

啓

空港ロビー出迎へに出る

欠げても捨てぬ黄揚の櫛あり
すっぱりと忘れて居りし人の面

オリンピックの明け易き朝

美
一目田

一自国

峡深く流れに漱ぎ憩ふなり
遍路の鈴の風のまにまに

美

磑行けば花の吹雪を身に浴びて

入学式の紅白の幕

啓

ナォ荘重にパイプオルガン鳴り響き當

占は吉待てど来ぬひと

夜の灯にキープボトルの名をなぞる美

ふたりで踊るラストダンスを富

なにごともなかったように暖炉燃え啓

ゐ
会議最中な地
震のゆらゆら美

白き船窓のかなたに浮びゐて富

南の国の民族衣裳啓

舞台裏毛布を肩に出番待ち美
エチオピヤ飢餓募金集る富

萩散る頃の痛むリウマチ美

宗匠の月に呼ばれてお茶の席啓

ナゥ健脚の友に誘はれ紅葉狩り富
木守りの柿がひとつ色づく啓

登り窯かまだしの刻せまりをり美

手より離れし赤い風船美

猫の手も借りたきほど多忙富
軒下に忘れたままの花の苗啓

辨州誌什︾二串三十一明密舩・高知新聞文化教室
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八高知・三冊子研究会ｌその三Ｖ

歌仙﹃菫草﹂
浅茅生にむらさき濃ゆき菫草

紋白蝶々道の案内

石原涼捌

柿

石原一湶
徳岡紫乃
高橋柿花
岩村牙童
村田敬子
西本星夢

中天に月かかりをり笛を吹く

詩人とよばれ分校教師

春炭を焼くと小さき窯築きて

す塾きのなびき風のかそけき

浜田すみ子

一源

高橋恒介
吉本冑司

市
ｉ

一押

伸

三里

乃

河野伸子

田ノ内露風

ゥ爽かにホールインワン賞を得し

熱海に近き地の利よき場所
手土産のひとつをか︑へ供つれて
逢へばさびしく逢はねばさびし

かざしあふ提灯匂ふ分れみち
下駄の緒切れて赤き布出す
夏芝居はねたるらしき月高し

甚平を着て村の長たり

遊学の子にマイカーをねだらる︑

長距離走者やはり孤独か
志賀の花吉野の花も見捨てたる

印象主義派の春の画展へ

ナォ気ままな子一人旅なりうららかに敬

黒きドレスにピンクのリボン星
ひたすらに塾の教師に焦れつ蚤童

むすめ

母も娘も男遍歴柿

枯芦を縫うてひと筋川流る敬

オリンピックに不参加の国柿

落下する気球仕かけのビラ合戦涼

ここは昔の平氏末えい伸

僧俗を問はず険しき面構へ童

雑草のみのはびこれる野ら乃
月の出の暗さに灯りダム飯場柿

村の祭のひょっとこ踊り星

ナゥ淋しらに虫鳴く昼の森を抜け童
子の手を引きて家路たどりぬ敬

立ちあがる潮騒の音風の音童

漁を招きの礒宮詣で柿

花を折るうつるごこるに身をおきて星

ひとひらみひら春の浮雲乃

蠅柳垂什軌︾ 朋一甲壗舩・高知新聞文化教室
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八東京・鹿の会ｌその一Ｖ

脇起歌仙﹃鉄線花﹄
阿片瓢郎捌

勝田けい子

山口みづゑ

鉄線花活けある室のうす暗く

昼もくゆらす蚊取線香

野村喜舟

だらだらの道を下りて貝拾ふ

煙吐かぬ煙突高き月をあげ
またたびの実を酒の肴に
ヴ友を待つ駅頭に聞く鉢叩き
るんるん気分連れの原宿

け

み

美

佐藤甲子郎

安江真砂女

徳永佐和女

青髭の妻にあらねど殺されて

み

真

黄川田美千穂

だまって見てる犬の彫像

なんぢゃもんぢゃの蔭に集ひて

カテドラルステンドグラス乱反射

画家胸中の色見本とも
寒月の外濠に立つ釣の人
声をなさずに冬雁の列

美

真

阿片瓢郎

け

甲

佐

旅に倦み鞄の重き朝となる
小さく折りし一枚の地図

冑淵に散りて流るる花筏
とどろきわたる春の雷

ナォ摺鉢の芹の和ェ物長箸で〃
うつむけばある頭痛肩凝りみ

若き日の写真はどれも添ひざまに美

ゲートポールに好きな人ゐて鴇田秋甫

せつなしや堀川波の鼓見てけ

新幹線に乗りおくれたり佐

合歓の咲く出湯への道七曲りけ

すだれ頭を首相気にする真

小さんより円生がよし今はなく瓢

縞の袴の豆剣士来る甫
渋滞の多摩川堤月出でてみ
櫛形森に桔梗乱れる甫

ナゥ風変りしきりにさはぐ椋鳥の群み

はた

父の忌日に酔へる跡取り佐
ほの明き工場並ぶ休み機み

野麦峠を越ゆる乙女等け

大観の富士の軸あり花の寺美

ちゃぼ遊ばせて垣を繕ふ瓢

蹄諏亜什地轌超朋二什起肥題舩・新宿俳句文学館
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八東京・鹿の会Ｉその二Ｖ

脇起歌仙﹃黒汐倉

黒汐へ傾き椿林かな
頭上かすめて厚き噂り

風軽く春のマフラーなびかせて

筑一杯の衣被むく

目鏡外して額見上げる
切通し地層の白く窓の月
も

ゥうるさきは夜の襖の秋の蠅
同じ湯呑で洋酒酌み合ふ

阿片瓢郎捌

安江真砂女

高浜年尾
向田三柿
加藤望子
家室翠雨
鴇田秋甫
徳永佐和女
翠
胡三

阿片瓢郎

そのあとの虚しさにゐる駅の椅子

雨のブルース地階より来る

翠

秋

胡王

佐

秋

真

縄張りを浅草と決め荒稼ぎ

サロメチールの肩に勾はす

放りっぱなしの軒先の鉢
縁台の話上手に引込まれ
蒼き月なるアラスカの旅
教会の尖塔古き町に着く

矢切の渡し水の温める

蛇使ひ見世物も出て花の雨

ナォ行き行きて土堤のうねりに野蒜掘る小林しげと

使ひ馴れたる樫の文机望

田舎よりピチピチ脚の小間使畑村晴子

知らぬふりする程の怪しき翠

雪中の難を逃れし牧野伯真

パイブの煙り薄紫に佐

広々と海に続ける上屋敷〃

グリコのネオン消えしままなり瓢

一粒の環瑠の真珠輝きてし

父の形身の床の軸物佐
ほとほとと月の扉を叩かれて望
急ぎ帰りて扇忘れる翠

ナゥ精進に黄菊の膳そへてあり真

声はづませて栄転の報晴

超高層ビル突き出づる空の大し

松の家といふ店今はなし翠

初花を見て振仰ぐ袖快望
大桜鯛笠にっっまる真

畔耐唾什軌蓉咋朋二廿吐印雷舩・新宿俳句文学館
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八東京・鹿の会ｌその三Ｖ

脇起歌仙﹃黒汐倉
宮下太郎捌

ナォ骨ぱなれよき赤めぱる皿の藍敬子

ひと気なき虚でそっと吸ふ煙草み
女王様さへ濃化粧なり鈴木光女
アフリカに金の鉱脈現れしとか甲

店のボーイの若さはつらつ章
土曜日の午後の新宿歌舞伎町甲
尼僧となりし友を見かけし敬

佐藤甲子郎

高浜年尾
黄川田美千穂

黒汐へ傾き椿林かな
沖に鴎の影霞みっっ

羅諏垂井地蓉咋亜一什吐印鑑齢・新宿俳句文学館

山裾は祇園しだれの花の宴太
みどりうっすら蝶の通ひ路光

洗灌日和妻の忙しさ甲
子育てを終へし安らぎ車椅子章
古き文筥の貝の輝き敬

ナゥそぞろ寒櫛を失くすは厄落し美

松籟に和し秋の瀬の音章

神殿の千木きっかりと月上る敬

カメラをのぞく時は真剣〃

仙人掌育つ二階住ひに美

花菜漬重石小さくかへて見む

山田みづゑ

冷麦をするりするりと怠け者み

山田章子

小川茶村
戸田貝江

瀬戸物売りがまはる街角
仰ぎ見る高層ホテル月の下
壁に貼りつく白き秋の蛾

美

ヴストレスを風が飛ばして爽かに

甲

貝

たち去るをベンチに二人待ちゐたり

茶

えのころ草の道にはみ出す

語り尽くせぬ話かずかず

垂早

甲

古きしみ残る浴衣をなつかしみ

こだま特急四輌の減

大富士に傘雲かかる県境

宮下太郎

茶

雪あかりして月あかりして飲める酒

甲

美

蘇鉄に名ある寺を訪なふ
ざしき童子のぽっかりと消え

み

老人に今年の花のおそきこと

機織りの里水に陽炎

−1 17−

八東京・鹿の会ｌその四Ｖ

脇起歌仙﹃夏帯﹄

野村豈目

宮下太郎捌

夏帯や流るる渦を背に腹に
志甫義

少し歩けば行止まる露地
戸袋を走るものあり月静か
山田一旱

畑村春

鈴木光

家室翠

葭戸を透かし風の入りくる
西瓜割る児等の歓声弾みゐて
勉強疲れに食べるもろこし

宮下太

ナォ烏雲に入るを見送るお濠端戸田貝江

衣冠正しく和気情麻呂小林しげと
教科書のいたずらがきも古びたる望

かんざし秘めてママの鏡台〃
三つ編をほどきて初の侍合せ翠

草に坐れば語ることなし太
積乱雲夕暮近く盛り上り翠

ラムネの玉がからからと鳴るし

長唄の浴衣ぎらひは五大力光

撫で牛の撫でられもせで梢：寒く光

玄関内に名取看板貝

六十階ビル月に煙々望
ナゥ藷握ればみな台湾の形せる光
円もち返す日本の秋し

停年を迎へて過去に残る悔翠

万太郎句集調々として貝

犬のフン花のお山は永遠にこそ光

焼蛤で呑みまはす酒し

辨榊垂拝皿舜極朋二拝筵申雷舩・新宿俳句文学館

−1 18−

加藤輯王

唖秋うらら岬の波の寄せて引く
おきなゑびすの育つうれしさ
輿入れの決まりし姫へささげもの

消えなば消えなん枕行灯

檸かけ一番難に立っ厨

イランイラクのニュース始まり

高野山今年の冬の寒いこと

密教呪文眉を逆だて

肺癌の宣告伏せて忍ぶ日々

春の日傘とふくべぶら下げ

林の奥の胸を焼く小屋
面白し雪月花の越後路は

翠太望章翠春義翠望郎光子子女子子雨舟

八神奈川県・鴫立庵連句会ｖ

歌仙﹃奥入瀬﹄
奥入瀬や紅葉がくれに猿々と

月を上げたる松の技振

秋惜しむ明日も晴なる戸を閉めて

所在のなさに老の手習

鈴木北伸捌

萩原

鈴木北

島にひっそり隠れ耶蘇像伸

ナォどんたくをテレビで見つつ旅想ふ〃

御飯ですよと子らを呼ぶ声伸

同じ時同じ所に紙芝居樗

総立ちとなりて燭蛾を追ふ騒ぎ樗

網戸の外の闇の深さよ伸
砂漠の果ての銀幕の恋伸

アラビアンナイトの王子気取りにて樗

夢かうっっのタイムトンネル伸

靴捨てて外人部隊追ふ女樗

月天心鳴門淡路を結ぶ橋樗

町をあげての踊り湧き立つ伸
ナゥ大文字の消え函嶺は元の闇樗

鉱脈のあてもないのに掘りちらし樗

難行苦行鍛錬句会伸

木簡に見る古代生活伸

香具山に国見せし頃花の頃樗

野の路なりにもゆる陽炎伸

昭和五十八年十月二十一日首

昭和五十九年六月十六日尾
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うすれ行く窯の煙に閑古鳥

草葺屋根に樗散り敷く

鴫立庵改築準備着々と
尼姿なる虎御前の像
今になほその名を残す化粧坂

シャネル５を一つ覚えに
きなくさく煙る中東地中海
クレタの壷に億の値を呼び

夕茜上野の森の月寒く

あたかも今日は天覧の日と

西郷どんは北風に眉上げ
蝦夷津軽三役占める大相撲

調々と言葉賜はる花の宴
古代牡蠣殼採る春の海

樗伸樗伸樗伸樗伸樗伸樗伸樗伸樗伸樗伸

龍一
火

好中

肝女肝女肝女肝女肝女肝女肝女肝女肝女

八東京・慈眼舎連句会その一Ｖ

歌仙亨︑
岸
﹃ち
ノ︑
ちなし﹄
くちなしや白は寂かと隣合ひ

絹の団扇を客にす塾むる
竿売りの遠ざかり行き啼く倶伎羅

土用の明けにた夢く拓本
川尻は月にまぶしき波の紋

ナォ惑はずに穴出る蛇の長き舌〃

調べ傍なきサァカスの楽女
ヘボ将棋王手搦手金と角肝
飯場頭は世故にたけけり女

牡蠣鍋の僅かな酒に酔ひほのか肝

大根畑緑いやまし女

山峡の古き芸に横時雨肝
心そふ時忘れかたなき女

気がつけば浮気な後家の噂たち肝

蛙ごときが戯画に加はり女

鍬篭漕ぎておぽゆ眩量女

花の下稲荷社ロはおぼろ月肝

ナゥ分科会幾つも持てる委員会肝

針ほどの事棒ほどに言ふ女

弁慶のセツ道具はなにとなに肝
平家読むより源氏読みたし女

三種の里雲は一ひら女

青銅の佑古文鎮紙の上肝

昭和五十九年夏首尾
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五尺の芦穗小舟肪ひて

指図通りに釘を打ちつけ

ゥ遣り繰りの世帯に馴れし秋袷
足留の祈祷も甲斐なき事となり

三朝元湯に蛍流るシ

咲ききりし鶯草翔てる構へにて

ソ連外相またも強面

魂ぬけのさまもかなしき昼の月

幕で囲ひし鹿の角きり

救世開扉八角御堂壁のひヅ

ヵィゼル髭は村の総代

貧しくも富めるも花はうべなひて

東風の吹くのに財布置き来る

三田

八東京・慈眼舎連句会その二Ｖ

贋作歌仙﹃枯野嶮﹄

詩は漢唐に三変し︑和歌また萬葉の姿古今に異なり︑

俳譜の流行変化は年月に随ひめぐりて新たになるとい
弾鈩Ｏ

狂言綺語は三佛乗の因︑俳譜の真姿ここにあり︒棹不

把舟長綱不握馬借の心にかよふは俳譜の一徳ならむと
舎中頃日つとひてはけむに︑某日そのこ塾ろ倦みけりて︑

心いやしき凡俗の輩なりけむや月旦を口に喋々する︒そ
をば七五にまとめける︒これぞ贋作歌仙と呼びけむや︒

教授つとむる伊那の神官

ゥ都会派は蛇矧啼くとは知りもせず

宮脇日自三︿亜細亜大教授﹀

見学玄︿前号地龍子﹀

相原万佳︿神嘩

今泉宇涯︿医師兼俳譜師﹀

松村武雄︿市川教室代将﹀

名古則子︿造漢句﹀

倉間千代酋文科卒﹀

土屋実郎急兵七十七謬

高木義厚く大佐未亡人﹀

高橋缶天春委小唄横好﹀

大畑健治薬独身﹀

山口良子︿合気道一一鷺

余技とする四推易断せがまれて 小林静司︿輪業人﹀
世はサラ金のいよよはびこる 小林しげと︿公務員﹀

合気道胸の晒布のうづく時

酸漿噛みつ耳にささやく
月涼し粋な二上り三下り
まづおのれから正す人倫
軽舟は萬重の山千里の江
北より南猿のつき来る
きくなら

間道く白帝の花歴乱と
京ぶり説り傘に春雨

優雅なるもの冠の櫻

アォ佐保姫を慕ふ心の地下が歌

京極杜藻︿俳壇最長老﹀

﹁ 脇 起 り ﹂ 厳 し く 守 る 枯 野 唯 清水瓢左︿總探琴

北斎も小布施の栗を拾ひけり

年には負けず力あふるぅ

淋しさに気兼をしつつ薄化粧

ピルゼム信ず西洋の尼

汗手貫師資相承を願ふとも

海にサーフィン走る単線

鈴木春山洞︿伊予俳譜師﹀

稲田美恵子︿小布施才女﹀

岩崎小弥太︿小布施菓匠﹀

加藤眠石絹模俳家﹀

田中一火女︿卿後家﹀

安江真砂女︿医師﹀

三好龍肝︿瓢左門人﹀

わだとしおく杏花村主﹀

評に上りし俳士の寛恕を乞ふは切なり︒ゆるせやゆるせ︒

大林杣平︿代表幹事﹀

鴻山館にいとヌ棲みつぐ

プ ラ イ ヤ の パ イ プ 蒐 め て 半 世 紀 森三郎︿埣啄会尊

﹁桃寿﹂となるもなめる乾鮭

戸塚黒猫子藻学殖﹀

名月を旅の小宿によびこまむ

︵龍肝︶

百千烏都心の会をひき連れて

金子恭子︿江戸下町小姐﹀

池田紅魚︿親蕪村﹀

紅葉衣の裏は蘇芳色

﹁標石堆﹂と言葉選ばる
山の端に海を離る蛍上り月

−121

グリコ森永どぢな警察堀節子︿小布施全生涯﹀

ナゥ追込の鋭き脚勢血統馬市村光子︿女婿馬主﹀
酒の肴につまむ干章魚小寺古鏡︿岡山俳老﹀
綴目にて唐本仕立区別する磐田智恵子︿古文書研究﹀

母も娘も詣る淡島岡本春人︿連句会西督﹀
花明り遍路の鈴は十方空一山一海︿阿波之宿俳﹀
東風になぶられ巣箱つくろふ阿片瓢郎︿連句界東督﹀

−122−

八岐阜・獅子門ｌその一Ｖ

脇起歌仙﹃折々に﹄

折々に伊吹を見ては冬籠
庭木の又に乾せる大根
古びたる油の壺をせがまれて
倭鶏に飼善﹄をと席はづすなり

藪騒に月のぼるらし光げのゆれ

芋の煮詰る匂ひつたはる
なゐ

ゥ新走こぐがあるぞと酌み交し
早寝しよかとカーテンを引く
しばらくは息をひそめる明けの地震

準認櫃祇捌

仙

松尾芭蕉
澤田蘆月
尾藤静風
国島十雨
近藤寿仙
常川和光
唐渡北勢子

小川守
藪下綏軒
川島四郎
村瀬頼雲
高樹旭子
梅田卓矢

郊外にまた幼稚園増ゆ

洞下一宙心

あれやこれやと交る方言
浜荻の阿漕ヶ浦に遊ぶ月

バイパスを作る工事の急ピッチ

渡りの鴨の先づ陣を敷く

山本米子
相宮嶺火
森崎直子

それぞれにお重持寄る御命講

黒光りする広い縁側

がらんどの老樹も花は幼くて

信長屋敷探る麗か

片脚あげて立ち去りし犬

くちづけの影を西日が地に刻む

水着姿の乳のふくらみ

諭吉より聖徳太子にある重味

孫にパソコン買ふ破目となり

北

恩田とくを

春日井朱雀

守

雨

清水一牧
東海和光

ナォ四月馬鹿何の事やらかつがれて

褒賞の樽酒の酔ひさめやらず

大安實の旗がはためく

讃めい漢字に辞書をひくなり

土間広々と新蕎麦の味
ナゥ虫の声或は高く又低く

雨

高橋啓秋
梅村五月

軒

高木和子
平光美泉
嶋口鈴代
梅田双十
益井菊枝
相宮緑峰

用水堀の流れ静かに

練り込みの仮装行列花の山

執筆

一パーセント枠守れるか防衛費

凱旋道路とかつて名乗りし
国盗りの稲葉の山に月を愛づ

石積んでポヶットパークの時計台

黒野城吐に炎ゆる陽炎
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八岐阜・獅子門ｌその二Ｖ

脇起歌仙﹃薪積む﹄
薪積む軒の冨貴や梅の花
山裾曲れば小綬鶏の声
温む水橋が文化を運び来て

自然の中に遊ぶ学童

灯のいるに出て團々と月昇る

風爽やかに酌み交す酒

ゥ卵より芋の値段が高いとか

國島十雨捌

各務支考
梅田双十
澤田蘆月
洞下一宙心

仙

月

ナォ種芋を穴から上げて撰り別けて

噂ぱなしに耳を貸す弥宜

益井菊枝

恩田︲とノ︑こ

近藤富美子

雨

相ひ逢ふは三里の道も遠からず
越えてはならぬ関を越えたり

ひらひらひらと風花の舞ふ

清水一牧
澤島郁子

手鏡に寶のほつれを整へて

竹馬の片足跳びをしたり顔
線のある塀めぐらせる寺

伊藤︷ロ垂云

柚醤油もよし柚子味噌もよし

執筆

月

梅村卓矢
恩田青桐
相宮華宵
森二三子

春日井朱雀

金子秀山
田中湖城

大摺鉢冠って灸を据ゑられる

芒にひそみ光る猫の目

月天心一管の笛取り出して

ナゥ渡し舟今年限りと伝へられ

國島十雨
常川和光
近藤寿仙
相宮嶺火

尾藤静風

小川守
岸一悟

年に似合はい眉墨の濃き
床の間に歌磨の絵や四畳半

内証の事がえらい評判

團子餌投げて倫垂らす人

磯の波ひねもす寄せたり返したり

電信柱に尿する犬
双

受賞めでたき獅子門の春

ちる花を蓮二ヶ池に漂はせ

雨

どこからか午のチャイムの流れ居て

うだつ

時間を隔て温泉の噴く
夏の月挽置く屋根高々と

簾涼しく水鶏叩ける

雨

仙

高木和子

唐渡北勢子

失せものを探す茶釜の手をくくり

猿楽伝ふ美濃の能郷

由﹄

千余年咲きつぐ花の盛りなり

とどろノ︑に春雨の来る

−124−

ダムの補償の決る徳山

ナォ風船のふはりふはりと逃げてゆく

ニューリーダーは話題ふりまく

荒波を乗り切る岸の地蔵尊

鳴る北風に急ぐ帰り路

ぼろ市に金鶏勲章實られ居り

おづおづと背中の方よりもぐり込み

木

川

島

木

和

和

四

和

北月雀秋ノノ雨光守雨子仙守光仙北郎雨子

ハ岐阜・獅子門その三Ｖ

歌仙﹃ひつじ草﹄
國島十雨捌

尾藤静風
梅田双十

ひつじ草咲かせゆかりの池眠る

遠く近くに透ける蝉声
小川守
國島十雨

春日井朱雀

移りゆく雲の形の彩昏れて
とうとうととと鶏を追ひ込む

裏門に閂をさす十三夜

刈り始めたる飛騨の車田
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高

川

常

高

澤

忘れられない肌のぬくもり
鉈彫の木屑が遊ぶゆらゆらと

満願の笈おさめんと花の寺
日が傾きて亀が鳴き出す

世代交替国際化する

防衛費兎に角とほし一安堵

太公望が何よりも好き

ナゥどちらかと云へば無口も親ゆづり

地酒まろやか虫の音もまた

洞下一宙唱

″

近藤寿仙
宙心

南蛮黍の匂ひ漂ふ

尾張訓りで話まとまる

双

ゥ里祭邪気を払ふて獅子を舞ひ
連れだって新居さがしの日曜日

風

布袋台からくり山車に月澄みて

子授けと云ふ土鈴購ふ

風

雀

ゆるゆると尻振って行く赤電車

城の鰔鉾おろされてゐる
余震来て月は丸さを失へり

雨

″

守

唐渡北勢子

駐車違反のシール貼られる

虫聴きっ酔ふ六四の酎

花堤香具師の口上人の群れ

高橋啓秋

評判の悪い新札そぞろ寒む

双眼鏡に揺れる陽炎

田

蘆

八横浜・蛇も蚊も連句会ｖ

﹃唐崎や﹄

ナォ春の雲ひとひらかかる乙女山千

翔びたつ烏の声のそろひぬ伊

会ひにゆく小袖を濡らし通り雨正

今縫ひあげし衣着せかけ静

閨深くする白き手袋正

凍星にほのぼの肩をくみあひて紀

小枝秀穂女

サミットのサッチャー発言強気にて香
その夜爪きるゾリンゲンばさみ正
手相見になぐさめられてゐて哀し〃

小枝秀穂女捌

渡辺伊志
小野静香
鈴木篤子

唐崎や湖上より来し蝶の群

都に慣れし白き指先

小倉生倶子

魚島の大鯛割けり故郷に
名園のそぞろ歩きや池の月

生島紀代

香

久保井千代

昭和六十年五月十七日尾

昭和五十九年十一月六日首

親子兄弟青き踏みゆく節

久々にみし富士のけだかき紀
氏神の社は花に埋もれゐて篇

漢俳を皮の手帖にしたためて秀

鼓弓のしらべ秋を深めり伊
ナゥ友好の国を離るる秋茜静
蒻翠の玉の指にしずもる伊

仲磨呂も仰ぎし月を中国に日野節子

身にしみ透る父母の恩篤

菊の節句の宴たけゆく

篤

千々の想ひを托す桧扇

くみかはしたる京の美酒

千

ささやけば濡るる眼差かへりきて

大いなる朱盃に金の鶴舞ひて

静
正

音曲ながし屋形船ゆく

逃げまどふ児に天瓜粉打つ

伊

正

篤

香

真黒なグリコ事件のタイプ文字

ゆらゆらと舳に遊ぶ夏の月

伊東静子
野尻正子

ゥ舞姫の衣装は秋の気にはえて

水なめらかに朧夜の松

仙

闇将軍のつひに倒れぬ
主なき広き屋敷に花の雨
遠足の声遠ざかりゆく
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歌

清水瓢
大野秋

伝来誇る峯山里筆

冬を待つ準備か壁を塗急ぎ

一声違ふ烏交り翔っ

花吹雪中に古びし塔聲え

別れ霜にもそそる郷愁

ナォ浪人の髭胄く剃り入学す

妻の野良着の快綻び

蔬菜種マッチ箱よりこぼれ落ち

左紅左紅左紅左紅左紅左紅左紅左紅左ノノ紅左紅左

ハ安城・秋紅雅友連ｌその一Ｖ

世吉﹃佗助﹄
冬構へして古き門標

佗助の一輪夕日招き居り
吉書用硯あれこれ改めて
うっらノ︑と眠る老猫

雨乞地蔵鼻なきを泣き

愛歓の洞れ金婚の日近づく

高徳の僧の伝説書きつらね
産婦の水の尚も澄む井戸

風雅の友の揃ふ茸狩

岩添ひにするりと失せし穴惑ひ

山に対して槁を練る日々

芦丈翁を偲び見上ぐる松の月

国宝の門に仁王の力瘤
烏糞せし将軍の御衣

梁塵秘抄端本惜まれ

ナゥ哀調のガイドが唄ふシゲサ節

好むピアノは独逸製なり

狂乱のわが世も過ぎて老づきし
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俳優の若造りする健気さに

明治女の生きざまぞこれ
鰯雲月を現はし又かくし

防空壕の跡は築山

障子貼りたる部屋の灯を消す
ゥ馬追の細き声さへなつかしく

旅にいざなふ漂泊の風

土木師とならで芭蕉の俳道へ

大阪は経済都市に名も高く
してやられたる手枕の夢
とはいへど恋の望みは半ばなり

王庭の池鯉はねる音

芸に生き来し紋のうす物
琵琶待も作曲月に唄はばや

紅左紅左紅左紅左紅左紅左紅左紅左紅左

遠足の殿りいつも小走りに紅
自動車について乾く舂泥左
唾十生朋廿准印鑑︵文音︶

先師の遺業称ふ軽東風左

手すさびの轆轤をまはす花の昼紅

恥榊型什
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八安城・秋紅雅友連その二Ｖ

歌仙夏﹃怒涛﹄
冬怒涛身の閂は外されず
根をしっかりと張りし裸木
好評の句を短冊にしたためて

茶室に佗びを探るひと刻
高層のビルの狭間に月細き

大野秋
岩城順

ナォ春惜しむひとりしづかに縁に寄り〃

田中陣営議席いや増す紅
真実がひとつにあらぬおかしな世子
憎いにくいは愛の告白紅

不倫にも一分の理ある割烹着子

哲学者めく犬のまなざし紅

街騒を呑みて上野の森昏るる子

池の蕎麦屋に送別の会紅

すすけたる柱時計が嘘をうつ子

かたくななりし母の文殼紅

石塔の影くっきりと小望月子

晴れつづきにて蓮の実の飛ぶ紅

ナゥ身ほとりを去らざる秋の蚊でありし子

いょょ佳境の推理小説紅

スーパーにそっと置かれし毒の菓子子

ふはりどこかへ消える白雲紅

散る花のひとひらごとの軽からず子

命躍りて登る若鮎紅

蹄輌河什地幹十一明↑明霊︵文音︶

−I2q〆

そぞろに寒く終電の笛

ゥ老作家の玉の井通ひ雁渡る
窓にもたれて黒髪を杭く
後朝の別れつれなき雨となり

土間にころがる空の酒瓶
魚扁で鮓屋ののれん染めぬかれ

器用に箸を使ふ外人

望郷の山河まぶたに夏の月
空蝉を掌に病み呆け居て
栞がはりの﹁吉﹂のおみくじ

家を捨てし歌のライバル名は晶子

年々の花に応へし結社賞
夕餉の膳に乗りし烏賊鯛

子紅子紅子紅子紅子紅子紅子紅子紅子紅

厚子子三厚左司楽里三厚ヱ代里楽司肝左

ハ鎌倉・湘南吟社ｌその一Ｖ

百韻﹃筆初め﹄Ｉ初懐紙Ｉ
三好龍肝捌

三好龍

清水瓢

高橋笑

命毛は鼠の髭か筆始め

袴正してうくる回礼
菅谷有

小林静

海鳴り暖う電車満員
倉間千

佗助の春待つ市を装ひて
雛祭る母子の生活のっ蚤ましく

杉浦チ

花の下スクラムトライ押しノ︑て

独身者秋刀魚三匹持て餘し
ピッコロを吹く音の終日

池田紅魚

司

則

赤字路線の廃止反對

楽

左

代

楽

山も田甫も陽炎の中

サラ金へよんどころなく手を出して

司

ニォＣＭの地酒写真に蝶ひらり

何の願ひか水垢離を取り

則

里

赤

驚

火燵より声をあら易げ用を云ふ
ケーキ美味しとさりげなき妻

茜雲少年倶楽部金釦

肝

●則

文債をかりへしまシに二豐招き

恭

日本丸に二世誕生

手のり鶚弓を肩にとまらせ

恭

色小

楽

大林杣平

月の径過りし鼬草に消え
干大根の縄千切れ落ち

年の暮れ倫理選挙の大狂ひ
雨戸閉して絵筆はこばす

色︽

平

司

一ゥ末娘コレクトコール巴里より

圧力鍋に炊ける強飯

界隈に坪庭無きも一二軒
積木崩しは少し大袈裟

−I3o

鶯餅に黄粉たつぷり

宮脇日日

高木菫我

恭則

夕月は細きがよけれ草枕
魚鱗の跡に漆紅葉づる

1コ

ウドラエモン模したる案山子世の移り

÷

流碁三局肩へトクホン

．p

7ア

丁→

生返事夫には云へぬ由ありて

工Z

噂早くも社内席捲

紫陽花の変化晴雨に係らず
蟻のぼりゆく露座佛の膝
谷多き鎌倉名所なっかしき
火加減やよし窯に土塗り

人影の長く菫り月蒼く

羅馬の遺蹟永遠に爽か

、ク
委託

男子の演歌倖を責る

エンジンの音に驚く犬を除け

新薬スパイ月に発見

合歓の花秋近く猶咲き残り
鰯雲ジョキングの列途切れがち

刈田こし見ゅ赤き起重機
陶の里宇宙教會隣りして
石蹴り遊び餘念なき子等

舂の叙勲を敢て辞退し

咲く花に戦争学を論ひ

出前迅速寶物の店

ニォ魚淵に躍り鳶舞ふ空麗ら

教へもせぬに目をつぶる癖

神棚や白き徳利も拝まる畠
父祖三代で真の江戸シ子
大門をくぐれば後は無礼講
随縁と不変真如に両種あり

水の一筋岩を分けゆく
遠州を偲ぶ暗がり峠訪ひ
毒消實りの声も稀には

十日の菊を床に飾りて

株高に景気回復月平ら

垣外へ嫁ぎ教への絶えず見え

小
林
土
屋

大

丁を期せしも實の目は半

三日も開かぬコインロッカー

三ゥこだはりもなく酒の坐の長っ武き

新宿に二千余室のホテル建ち
競輪ですりパチンコで埋め

残る鷹匠逝ける報道

マスクにて人相変る面白さ

お降りの晴れて海辺の月白し

朱竹の額をかけて還暦
宅配に心待ちせし本届き

麻雀五段又も留年

みちのくの旅の絵はがき城の花

風にのりゆく蒲公英の架
伯楽の仔馬手放し春恨
む
いれぽ

馴染いものに嫁と義歯と

ナォいさかひは派手こそよけれ雪の夜

畳の上に湯婆冷えたり

飼猫の外へ出せよと呼びかけて

鎮守広場のラヂオ体操

流麗なコケシに貼らる作者名

指圧療治で人助けする

混浴の隅の暗さに身を沈め

訴へられしＦＯＣＵＳの記者
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し
圭

げ

左と代恭左と左三平則恭則左肝左三郎厚里司左ヱと

郎恭里司平則恭司郎と厚平魚司里と代三厚恭肝三平

冨士渭し初孫得たる今朝の秋里

盆のやうなる真丸の月平
松茸の裁培苦節二十年郎
遺伝子科学多岐に亘りて則

イザャ書の豫言者知るや知らざるやと

大地の周囲一万里とは左
ナゥ入閣に樽で届きし祝ひ酒平
空路の豫約早々とする司
股覗き視界一転ビルの上三
今年の流行ミ 一かロングか里
舂雷にキャデー淡々ポール拭き郎

昭和五十九年一月四日首尾齢・抱虚庵

魚来て急に鯏斜沈む池則
神佛の分け隔てなく花匂ひ肝
朝より霞みっヌく晴天と
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清水瓠左捌

菅谷有

清水瓢

馬場俊

金子恭

杉浦チ

高橋笑

高木菫我

三好龍

ヱ楽里恵恭肝ヱ恭左厚肝厚ヱ楽子恵里左

ハ鎌倉・湘南吟社その二Ｖ

﹃朝顔﹄

花日和東雲の雨晴れ上り

二十五億が五輪観戦

新發意は出でし月にも背を向けて

展墓果してホッと一息

いさ皇かは英語も知るか奈良の鹿

だぶ／︑と着る黒の寛齋

カキ氷アイスクリームこき交ぜて

敗戦以来作らせぬ芥子

ホテートル悶絶ふくらむ金を取り

天国と地獄心に同居して
蔭を選びて許す口づけ

行雲のうつる流れの寒さうに
枯れ葉の鳴れる風の街路樹

手元あやしく削る鉛筆

食ひ進む児等よく肥えし秋閾けて

朝顔に利久を語る客間哉
窓より仰ぐさやかなる月

仙

群烏めがけ放つ風船

禁酒せよとはいらぬ説教楽

ナォ寄居塁を鉢の中よりつまみ出し恭

晴天褒むる空港の母健

海外へ嬰妻直ちに渡る身は左

電話より先に宅急便届き楽
子供等が待つ翌日の正月左

北窓開けて机邊明るし〃

手造りの凧に描ける宇宙人ヱ

子規居士想ひ糸瓜蒔く兄楽

陽炎の中白鳥の雛育ち里

虫の老い啼く古き城趾里

勤行の鐘のひジきて月淋し鴨志田智恵

東西濁逸何策すらむ健

ナゥ遠山は雪とて芋を掘り急ぎヱ

時經れば漬ゆ砂上の楼廓は左

銀の匙もて掬ふデザート智

昭和五十九年八月二十一日齢・抱虚庵

神鏡に映え潔し朝の花ヱ
肥えて帰れと牛送る牧楽
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歌

八大津・正風ｖ

脇起十八公﹃夏木立﹄

美濃堅塁日倒

松尾芭蕉

美濃豊月捌

とくノ︑と湧く谷底の林泉

宮本みつ子

奥野和子
芝原久子
小島知余

太田歌津子

藤野千津

先ずたのむ椎の木もあり夏木立

杖をたよりに奥の細道

何よりも天与の趣味が取柄にて

枕に近う蠕蝉の声

湖に光り織りなす名の夜月
ゥ切々ともてなしくれし栗の飯
アルバムに見るいつぞやの娘

坂本爽雲
神戸湖舟
吉住静子
岩垣伯峰
中谷硯水
今村つね

頑に青菜の塩のたとえあり
スピード落せと夜の裏街

近江京都と旅の思い出

振り向けば比叡の嶺に冬の月

時代の移り如何なりせむ

舶来の新車に貯えはたいても

落人のとヌまりし峡一位の実

執筆

月

吉川若葉

佐々木祥子

斯道絆に学ぶ環境

絹糸縫いつ小紋蝶々

スムースに多彩な行事長春花

昭和五十九年六月十日首尾齢・芭蕉会館奉扇会
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八大府・正風大府支部ｖ

歌仙﹃夏百日﹄

音色澄みたる軒の風鈴

富士の山見ゆるは稀や夏百日
鈴置一

久野渓

加藤竹

久野錦

都築紫

福祉年金据置きのま蚤明

ナォ蓮如忌に臨時のパスも混み合ひて翠

解散の予想に人の喧しく流

抹茶に使ふ清水汲ませる翠

物におびへて犬の吠え出す花
牡丹の盛りは不意の客あり星

プロポーズされし返事を定めかね明

包みかくせし恋の古疵流
舟酔さます萩のそよ風星

今の世に哀を伝ふ絵巻物花

鈴振る虫や鉦叩く虫明

名月は琵琶の湖上に光を撒き翠

無理と知りつ壁目指す東大花

ナゥお宗旨は違へど門はた茸一つ流

異る山の起伏面白翠

親は親子には子なりの夢を持ち星

此の辺り花は見頃の七分咲明
浮かれし人に蝶のまつはる流

咄輌極廿九幹千朋一串牽︵文音︶
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本陣は紫染の幕張りて
事に備へてあげる盃
をりをりに月の表を走る雲

快をなぶる風の爽か

ヴ朝冷に戻り夕に渡る雁

逢引前の化粧念入り

苦労甲斐ありて親にも認められ

スローで見せる手品師の妙
淘り取りし財布の中の質の札

鬼門にあたる蔵を建替へ
鄙びたる温泉の里の月寒く

牡丹鍋なら此処の名物
正調の古き民謡伝へられ

今を盛りにわらびぜんまい

三度笠ぬぐ伊奈の勘太郎
振り返る故郷の空は花曇り

星花流明翠星花流明翠星花流明翠星花流

八松本・信州大学連句会その一Ｖ

歌仙﹃年惜
荷車にはっかの朱色年惜む

馬の背中にあたる風花

宮坂静生捌
宮坂静
下平重

曽根原幾

小林吉︿

大学の弓道場のしんとして
迷ひ込んだる夜の広さよ
小林秋

ー

缶蹴りに興じて月の出を知らず

ナォ重箱に田楽豆腐ぎっしりと

箸触れ合ふが馴染めとなり秋
大気圏突入ぐっと抱き寄せて重

きめ
白人の肌
理黒人の肌理貴

信州の森林浴に参加する重

鞄の中に一合の酒貴

楊貴妃の肩胖骨がこつと鳴り秋
釈迦の主催のディスコ大会〃

雪しまきいたずらざかりとうに過ぎ重

岬をめぐるボンネットバス貴
ガードマン稼業に月の晧々と〃
秋場所を見てモニターを見ず重
ナゥ父母に鵲鵤が来て叩きをり貴

空の青さがしみる駆落ち秋

ラブシーン字幕スーパー目でおへば菫
げらげら笑ふ海坊主ども

木の股にとまる花片杳として生
風船に乗り紫雲英田をゆく重

昭和五十九年十二月二十五日首
昭和五十九年十二月二十五日尾
舩・信州大学宮坂研究室

里目︿

里自︷
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林檎の蜜の透きとほる頃
ワ初恋のひとの黒髪さはやかに

松本を去ることいやと言ふ
ちちぷさ
乳房の先がだんだん鈍くなり
トップはいつもグリコ・森永
野球拳グーの次にはパーがきて

今じゃ浮世の博徒稼業に
鯰積みシャトルを月の裏側へ

汗をふきふき兎餅つく

湖の水輪を風のかき立て皇

催眠術をかける先生

花人がみんな電車に吸ひ込まれ

朧をちらす教会の鐘

幾貴重責幾重幾重秋生貴秋貴市子子人且

む

八松本・信州大学連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹁雪の唐辛子﹂

雪のくる畑に残りて唐辛子
一つづ塾脱ぐ児の冬帽子

宮坂静生捌
宮坂静

中野柿

小林胄︿

竹本圭我

杉浦幸

磨きこみ大黒柱光らせて
トンと叩いて開ける板戸よ
曽根原幾

ナォ樽酒をあけて新入生歓迎責

にはとりの鳴く恋し恋しと〃
そシくさと光源氏の影かたち義

身に覚えなき色街育ち〃

うすら寒門前仲町さのさ節柿

くなどの神へともる線香幾

里親のくちやかましく値踏みして義

八等分にケーキ切り分け貴

からまつの木目の詰んで紅に幸
まるくなりたる老刀自の背ナ幾

また勢けるペテルギュウスに月仰ぐ柿

学園祭にならぶ模擬店貴
十ゥ冬隣サラ金稼業の蚤夫婦義
濡れ手拭を頭にのせて幾

ぎりぎりにキップをはらひ戻したる幸

橋の影濃き風の裏町義

芝焼く炎ちょろちょろと這ひ柿

花過ぎのチャペルの椅子に旅の身を静

昭和五十九年十月三十一日首尾
齢・松本市寿台宮坂静生宅
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月の浮く水面に風の立ちにけり

母が好みの菊枕して

ワ稲扱を終へてふぬけの如くなる

霊気ほのかに絵馬堂の中
追ひかけて行きたる夢のさまざまに

嫁ぐ娘の泣き黒子ふえ

口づけの口離しては合せては
不意に鳴り出す目覚し時計
夏の月お宮の松はあれかしら

盲導犬と渚歩きて

近づきて大洋航路の貨物船
グラビアに載る政界のボス
二つ三つ思ひ出にがき花ぐもり

パイプを磨く馬糞挨に

幾義貴柿幸柿幾貴義幸義貴子子園子人生

八東京・鈴連句会ｌその一Ｖ

鐘の音花菜畑を這ってきて

海草の揺れて貝採る手の深さ
春の日焼けの目立つ人びと
大塚耳

佐藤和

草間時

歌仙﹃海草﹄
草間時彦捌

切手忘れた投函の文

鈴木香

月影を静かにずらすペンの先

黙って発ちし成田空港桂

十才うららかに保険殺人他人ごと香

二っ返事で養子縁組耳

ブランドのハンドバッグに実母散和

男も馬鹿女も馬鹿のあんこ鍋時
すぐに孕むは悲しかりけり〃

沙翁全集ならぶ本棚香

よくしゃべるインコの金網覆ひけり桂

行くも帰るも提げし虫籠香

ツーピーオァノットッービー胸騒ぎ耳

どのみち未は偕老同穴香

なんでも屋月を仰いで片づける耳
ばぱ死んでより打たぬ新そば時
ナゥ傘さして外の剛へ立ちにけり桂

外道ばかりが釣れる春昼耳

なにごとも昔むかしと思ひつっ時

蛙の声のとぎれとぎれに時

人影のしきりに過ぎる花篝和

昭和五十九年五月五日首尾
齢・俳句文学館理事長室
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橋本桂

窓を開ければ虫の声声

ゥ秋袷母の忌なれば着たりける

茶碗のふちを染めし口紅
やうやくに二人になりし青の町

遠くに見える上野への汽車
道祖神ひとつ立ちをり四つ辻に

芥川賞先に取らるる

大ジョッキかかげて見たる夏の月

色変りたる噴水の池

歌舞伎町キャッッの客がぞろぞろと

三蔵法師天山を越ゆ

朝よりひっきりなしの花吹雪

サランラップに包む飯蛸

和時耳香ノノ桂和桂和耳桂時和吟洗夫彦歩

八東京・鈴連句会ｌその二Ｖ

歌仙一秋の島﹄
鈴木香歩捌

鈴木香

森玲
川崎展

点描の空間抜ける月光
星野恒

秋の島アンリ・ルソーの獅子出るか

遅れがちなる舟を待ちをり

葛の葉の眼鏡に触れんばかりにて

大塚耳

里見
北岡

青木妙

清藤多

別所信

砂地の庭に風荒れてをり梢

ナォ昨日から雨戸を開けて雛の問敏

温泉まんじゅうお土産にする妙

禅寺の墓のひとつは切支丹愛

遠くに見える氷屋の旗多

水上バスへ白いスカート跳び乗れり信

寄りかかりくる肌の黒さよ和

御宿の二階の手すりささくれて展

マル優論議げたを預ける恒

ベルばらの思ひもよらぬ舞台裏玲

霧雨の中山男発っ耳

南国の高き館に湾の月香

斜視手術してもてる算段敏

ナゥ末枯を反り身にひかれ犬の綱梢

放物線を描くラケット

多

宇宙船冑い地球を見はるかし妙

地震も迎へる春の山荘香

花守のうっらうっらと湯が湧いて展

醍輌亜什皿辱抽朋什に申窪舩・強羅箱根山荘
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佐藤和

噴水の影にゆれたる鐘の音
駅前で買ふサルビアの鉢

桜庭敏

手と手をつなぐ終電の中

ワたちまちに地酒吉四六呑みつくし

旅の帰りに芝居見物

どう見ても齢格好のつり合はず

五六人急に話がまとまって
シンガポールは赤道直下

猪垣を繕ひてをり

ながながと威張りのあとに冬の月

入り鉄砲に出女の関

犯人の足どり辿る探しもの

春の魚の腐り易さょ

咲く花も散る花もある石畳

耳香和恒玲展加子子愛梢子洗夫彦宏歩子

福島正

柏原知
坂本純
森情哩

知正猛宏豊憲光三子子子人猛宏章憲男郎

八埼玉県・埣啄会その一Ｖ

歌仙軍例
森三郎捌

木林一二

風柔らかに高き門松
名阪曲豆

小菅一

田舎作りの菓子の種々

蝶せり上る塀の陽炎

柴崎

柏原和

樫

宅急便で届く名産

良く食べて太らぬやうに神仏

櫻藺の砂丘に赤き月落ちて
老いた酪駝の重き足どり

ー

岬を過る遠き稲妻

顎へる肩にガウン着せかく
テレビには海の初
深処のほの光

色槌せし恋の埋み火かき立てて

百万弗の夜景眺むる

ゥ馥郁と新酒の薫る灘五郷

竈の奥に潜むこほろぎ

昇りくる月に背筋をつと伸ばし

石川光

一

輪となりて影踏む子等の声立てて

連山の容新たに初詣

口日

しっとりと大枝僥む花の朝

ナォ手習ひを始めし祖母に日脚伸ぶ純

ローンの払ひ漸くに済む三

烏海は海より起ちてたじろがず恒

破れ笠傾ぐ旅人の影光

ゆったりと軒に揺れゐる藍暖簾知

加湿器置いた風邪の枕辺宏

ワイン注ぐグラスに透けて雪の舞ふ正

曇り硝子に夢と一文字純

ブラウスの豊かな胸の誇らしく三
愛を背負ひてやさしさを知る恒

月光に呆け顔なる羅漢像光

宇治の川瀬に芒一むら知

十ゥ初鴨の峯擦る如く渡り来て宏

励ます会の派閥領袖正

生かされて日日好日の齢足る純

屈託もなく笑ひ合ふ句座三

花篝火の粉は歌に和するかに恒

水あたたかき池の漣光

蠅輌誌拝蓉一一一胆一什申澤舩・寄居町玉淀観光ホテル
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三画

ハ埼玉県・埣啄会ｌその二Ｖ

森三郎捌

木杯一二

仏鉦小

石川光

柏原和

柴崎

森恒

森林浴に老いも若きも純

ナォ春泥に一歩一歩をたしかめて猛

豊かなる胸にカメオを置いてみる三

菩薩の笑みで夜叉の算用光
病室に見舞の品の大形な正
防弾硝子の自動車はさて恒

艀蛎の羽うすうすと飛び去りて小菅一憲

人影もなき電話ボックス恒

木曽路に細きしたたりを聴く三
駅長が切符切る手に蕎麦打ちて正

城下照らせる月の重たく光

曼珠沙華赤々燃ゆる野辺送り純

ナゥ岩窪を伝ひて鮎のさびて行く宏

自慢の竿に挨うっすら豊
犬猿の仲もほぐれて足繁く憲
暖かき日の酒の味よし正

ともし

花の空都踊りの宵灯三
時を違へぬ初燕なり光

蠅輌邸拝岫奪い朋十に田雷舩・寄居町玉淀観光ホテル
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脇起歌仙﹁夏蝶﹂
夏蝶の白さあるのみ雨の中
青葉かくれに響く瀬の音
山深き宿に渋茶を畷りゐて
もの云ひさうな掛軸の顔
稲妻が無月の空を裂き走る
木戸を開くれば薫る木犀
坂本純

柏原知

柱時計の針欠けしま勢

ゥ離れ住む子に荷造りのち塾ろ鳴く

福島正

ふり向く顔の甘き眼差

名阪曲豆

ペダル踏むセーラー服の誹り

機内食眩しきまでの雲の海
写真うつりが気がかりとなる

羽毛布団に手足くつろぐ

顧みる人なき月の輪の東てて

轍の影の深きポンペイ

床板のきしみも宿の格といふ

気づかい程の鶯の声

花吹雪金色の像静もりて

恒知宏章宏光猛三知人子子猛子男宏郎腸

八船橋・第六天連句会その一Ｖ

脇起歌仙﹃卿が君﹄
馬場彬風捌

今泉亡心

馬場彬

垂日

年を言祝ぐ鉢の万両
赤田聴

明る夜のほのかにうれし撒が君

お茶を滝れたと家内呼ばはる

手入すむ庭の寂けさ春待ちて

小谷参

浅野黍

槁をせかせる蝿の声

てのひら

ナォ御佛の掌呵々と山笑ふ則

﹁シルクロード﹂の電子音楽法
蝋管に眠れるアイヌの歌を掘り雨
鼻毛を抜いてじっとながむる則
寒中のエァロビックス君を恋ひ康

つぼね

しが
うた蚤ねしても
獅噛む老嬢穂
ドンファンの城奥深き局住み風

父の帰りを待ちて幼な子康

木洩れ日戻るリュシニアンの蛇木
黄が散れば紅の咲き出す薔薇の垣則

月の通夜故人の遺志と酒を酌む則

こけし叙勲は農の片手間機

広野をこめてのぼる虫の音雨
ナゥ今様の烏案山子に驚かず康

廃品収む声の高らか木

豆腐屋はおからの湯気の向ふにて穂

春も酌は山の賑ひ法

花散るや大名共の石燈籠風

昭和五十九年一月八日首尾
舩・東京女子医大小会議室
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ベランダを二段ベッドの月のぼる

星野宙心

い

田口猛

ひと

ゥ水を撒く駅舎燕もはや去りて

ふるさと

菊池和

一日を汝と草に寝ねしか

サンドバギーで気分爽快

黒き髪ネッカチーフの赤に映え

最果ての海見はるかす砂山に
ＫＡＬの沈みし沖の東て月

怖ろしや核の破滅の三分前
ぱぱやしる
石の如卜婆
小社の前

荷の中は故郷を売る米野菜
通勤電車の昼はガラノ︑
花の雲不意に音する腕時計
網にか塾りしこれは頬白

法穂機穗機風木雨康法則康木穂雨機風子

八船橋・第六天連句会ｌその二Ｖ

半歌仙﹃うぐひすの初音﹄

今泉亡心

赤田聰

赤田聴雨捌

越冬金魚のぽかり出す顔
浅野黍

うぐひすの初音幼き朝寝かな

雪柳新築の塀崩すらん
鱸を釣りし汗心地よく

昭和五十九年四月十五日首尾
舩・東京女子医大小会議室
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アメダスの雨今日は外る畠
貰ひ風呂ほっと見出し窓の月

腐燗の屍ロスの郊外

ゥ夜もすがら大地さながら虫の声

巨額の金は恋か儲けか

コカインを冑に呑みこんで密輸入

感謝も少し去年の郭公

顔セの瀝いて離れぬ己が業

単語カードを快の散歩

村社杉黒々と寒の月

豪勢に洋酒あれこれ品定め
鉄冷え春闘三年ストなし

路面電車に蝶のはたノ︑

慌し今年も週日花盛り

穂機雨穂機雨穗機雨穂機雨穗機雨穗機雨

八船橋・第六天連句会ｌその三Ｖ

二十四句﹃幾年の楽しさ﹄
今泉忘機捌

今泉亡心

大野達之助大兄の計に接して

幾年の楽しさありし五月かな

浅野黍

赤田聴

小谷参

ふきたけのこに偲ぶ面影
裏山に松風興る声ありて
流れにかシる小さき欄干
田口猛

でゆ

虫の音肴に地酒ぬる燗

エリマキトカゲやっと駆け出し穂

ナゥ落ちつかぬ連休終り顔洗ふ雨

ヴィデオ買ひハードソフトとひと揃へ康

離党が済んで商売繁昌機
蓬髪に少し腹出る妻思ひ穂
竹馬の友と久々に飲む雨

昭和五十九年五月十三日首尾
船・東京女子医大小会議富

−144−

煙る月露天の湯泉に人ひとり

姿は見えず音の幼き

ゥ裏通りピアノ教室蓼の花
知るきっかけの映画館の席取り

こや

机に書物窓に待ちゐる君が帰路
今宵またマイケル・ジャクソン見て飽かず

死も即興にカウント・ベイシー
十す五輪の輪欠けて片輪に露の辞退

過ち二度とすな願はくは
八重霞水上バスの艫に月
雑木芽吹きの岸の移るひ

初花の一輪日課の朝歩み
早や十年過ぐ山荘の番

康機雨穗機康穂雨康機雨穗機康穂雨木機

ハ尼崎・丹想その一Ｖ

歌仙﹃郡
﹃潮騒﹄

潮騒の幽かにとどくおもひ草

捨て蛸壷をてらす月影

ドラセナ

幸福の木も子株増えゆく

ひとよぎり

春の夕に地唄舞見る

古市狗之捌
益田紫

柴徳
古市狗

ナォうしとらの山けむらせて亀が鳴き葉

茶の科ならむ夜も眠れず之

本年の十大ニュー
ス数へあげ郎
おとど

自信たのしむ大臣灰色葉

巫女とてもひとの華燭を羨しがり之

唇合はすには夏帽が邪魔郎

っぶよりの出荷追はるるさくらんぽ葉

十八番は最上船歌之

私財投じて郷土館成る葉

なみなみとからき地酒を盃で受け郎

撃ち合ひてありし辻に虫売り郎

雁渡る雲間がくれに後の月之

ナゥ秋灯にトランプ占ひ更くるまで葉

お礼参りも親娘同伴之
雲の去来を仰ぐ丘陵葉

大学のキャンパス若き者溢れ郎

希望をはらみ揚る風船郎

文音の余白に添へて花便り之

昭和五十九年三月二十日尾

昭和五十九年九月十日首
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早松茸ガラスケースに飾られて

雷雨浦然窓滝となる

画集見るロココ調なる椅子に掛け

山と薪割る腕たくましき

ワ草原の空に広がるヨーデルの声

労をねぎろふ糟糠の妻

人知れずＭＶＰにあこがれて

誰の筆かと知れる落書

ゆっくりと猫が歩ける塀の上

凍蝶の眼のいとどらんらん

取沙汰の実生の松に冬の月
決勝の控力士の千代の富士

風をいろどる一節切ぶし
花筏胄渕に来て棹ささず

之郎葉之郎葉之郎葉之郎葉之郎葉之郎葉

ハ尼崎・丹想その二Ｖ

歌仙﹃新涼の﹄
新涼の旬の魚菜の籠に充っ

色なき風のめぐる草庵

月光の酪駝が列を夢に見て
モチーフやっと決る喜び
腰低き画商のさらでだに操手

石橋筑紫男捌

志水圭志
斎藤小微亭

西山葉子
石橋筑紫男
古手
士心

男

見越の松に及ぶ打水

ワ遠洋の彼方より着く船の笛

兼

古手

士心

葉

男

圭心

古手

男

葉

一亘一

士心

出湯につかるタオル頭に
きぬぎぬにやらずの雨と引きとどめ

従姉といへど同い年なる
到来の丸干し噛り酎あふり

警察笑ふ奴はのがさじ

御神木折れんばかりに吹き荒び

押し流されて湖の真ん中
雁渡るローン地獄に月寒く

懐手して挟くそ取る

通りぬけ花のトンネルくぐり来し

赤提灯にほぐす春愁

豪著な館コアラ住まるる男

ナォうららかやジェットコースタ黄声あげ葉

耳飾る土耳古渡来の碧き珠亭
いたく手間取るビザの発行志

むかし辻占いま星座占葉

後を追ふ捨身の恋のいじらしや男

あてどなく夜の巷をさまよひっ志

人目憧り尿る塀際亭

荷を負ひて吉良の邸を目で測り葉

舞台の下ですだくこほろぎ男
風狂の無月も佳しと客設け亭

尻をからげて薬掘るあり志

ナゥ朗々と朝のお勤め始められ男

鴉が唖々と西へゆく空葉

腰折を旅信の端に書きなぐり志
いつとはなしに癒えし雁瘡亭
さざ波に序を乱したる花筏葉
上手の塗りし畦がきらめく男

昭和六十年二月二十四日尾

昭和五十九年九月七日首
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真鍋天魚捌

四本足の鶏を飼ふ

ナゥ良薬と云はれて飲んで髪抜けてし

むっくり土を押し上ぐる葱史

おばんですオザシキボッコ囲炉裏ばた吉田梨江

銀のシャベルですくふボンボン魚

戸隠の頂きの花揺れやまず繭

騏麟の頸の長すぎる春執筆

昭和五十九年九月九日首尾船・関口芭蕉庵

注・パースニップは砂糖人参
・三尺寝は丸くなって寝ること

繭

八東京・東京義仲寺連句会その一Ｖ

胡蝶﹃草の穂﹄
露踏んで青い眼がくるけものみち

小林しげと

真鍋天魚
工藤一胴
村松定史

草の穂つけた夜の沈黙

秋の団扇の骨はばらばら
史

中島まさし

薄切りのパースニップを銅鍋に
せな

月槐が工夫の背を照らしゐて

ニイカップ

ビショップ
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どの戸口にも×印描く

ゥ蹴つまづくハッチに革の旅鞄

姫筍の肌の光沢

増水の新冠川堰きとめて
吉野土産の葛を湯でとき

闇のくだちで顎へをののく
数へゆく垣の山茶花五つ六つ

しと

ナォ棺負うたままで尿する吹雪かな

推理の鍵は僧正の駒

無造作に無蓋車街を遠ざかり
いただきものは上底の菓子

女形月に裸で三尺寝

と史魚繭史と
と繭〃史魚

高藤馬山人捌

川内山中高
野田地島藤

蓼麻舂啓馬
山

八東京・東京義仲寺連句会ｌその二Ｖ

歌仙毫路
型々
〃﹂
﹃聿
露団

露団々いちざく口を開き初む
オカリナ吹けば色を増す月
残り蚊を宙に発止と打ち据ゑて

夜更けてくづす綾取の橋蓼

ナォ喜見城はるかの波に揺れ動き馬

吊欄間越の長者の古館啓

婿取話千里走りて春

絵姿の電話美人を売物に啓

養子振る腿をときにちらりと蓼
主なき子に二代目を名乗らせて馬

薄羽艀蛎その親は誰蓼

もうあかん先生少し弱気見せ麻

札所めぐりは夫婦饅頭春

夕風にメロンの色の月出でて麻

奈良坂行けば何を恋ふ鹿蓼

ナゥ登校の児らの摘みゆく萩桔梗啓
さと

郷言葉らし聞きもらしたる麻

戦陣訓げえろっばら︵蛙原︶で暗謂し春

顔をかくして猫も逃げゆく蓼

ひょっとこが出て花の宴にぎやかに馬

昭和五十九年九月九日首尾鯵・関口芭蕉庵

チョゴリに映ゆるかげろふの庭啓
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浪人ぐらし貸間三畳

百合鴎一番電車灯をともし

水槽に浮く山茶花の紅

か

夜離れのっ貫く独り寝の夢
駐在の長びく巴里うらめしき
音消してゆく沖のョツトは

さるすべり骨董店の手風琴

征露丸売る敗兵の唄

たまゆら告げる虫のりりりり

蜻鮨を食みて月夜の酒に泣き

はがき一枚出しそびれたる

賜はりし小さきふくべをかざるなり

花冷えの佃の真昼腰病みて
浅鯏の春は遠き日のこと

麻蓼麻啓蓼春馬ノノ蓼麻馬麻啓艸子子世人
眠

○m

ワ妾宅の門ひっそりと路地の奥

鐘

八東京・東京義仲寺連句会ｌその三Ｖ

脇起歌仙﹃泰山木﹄

泰山木巨人の笑めるごと咲けり

別所真紀捌
野村牛耳仏

今日もゐたのよいつもの奴がタ

ナォ血は立ったまま運ばれてゐる通勤電車照

通史いろどる母の権力俊

ゴルゴンの髪といふ名の珊瑚棲みと

郭公とどく朝の校庭と

沙羅咲いて罐のころがる水溜り照

噂たち洙儒の集へる見張塔洋

ベンツ下取りホワイトハウスで真
ベーリング海原潜蒼く透きとほり洋

虹の雫を享くるてのひら
土用波藍濃きなかに漁りて
佐々木洋

秀のやうに兇器のやうに十三夜俊

別所真紀
滝田照雄

灯台守の早い夕食

田倉夕花
村松俊子

騏麟の首を測るあきかぜ真

ほ

鉛の毒に沁む植字工夕

叱られてあの子は月とお使ひに
フルートの譜を描くコスモス

わだとしお

姉嫁きし日はひとり鉄棒洋

ナゥゑのころの筑紫野駈ける卑弥乎かなと

夕

烏こ
とば猫ことばきぐ花の奥真
ツプ
宇シ宙
船のかすむ二○一○年と

きっぱりと東風暁を裂く洋

根深汁自殺願望四十路照
俊

亘︵

と

昭州

洋

ゥコオランの白きページにきりぎりす

コキュ泪す鰯に廩ぶされ
起きぬけに茶碗のかけら踏みあてて

尻尾濡らした狐しまった！
繰返し聴く﹁展覧会の絵﹂

昭和五十九年七月八日首尾齢・東京関口芭蕉庵

風吹けば吹くまま乱る雪女
ダンシネンの森動きだす刻々に

洋
″

香油の月にわらふ山々

酒尽きて煙草も尽きて弥生尽

と

真

昭小

うららうららに均らされてゐる
にんげんは要らない星の花ふぶき

浅利蛤桶のにぎやか
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八東京・東京義仲寺連句会ｌその四Ｖ

公羽

珍田弥一郎捌

脇起俳譜ソネット﹃病鴫﹄

病鳫の夜さむに落て旅ね哉
珍田弥一郎

万波鮎

昭和五十九年十月四日首尾
﹁時雨忌﹂膝・俳句文学館

−I5o−

歌のはじめの木犀の花

加

ジェルソミーナ海鳴り囲みジェルソミーナ

博

吉田梨江

山
内

ジグゾーパズル全部そろった

麦熟れてゆく空胄くなる

でこ廻し至芸といわれ雛深く
熱帯魚ほしいままなる夢の底

百年再生の我なきを識れ

単身赴任の極月の月

冬の雷くるぶし鈍く姪きおり
テイフアニーで買うプラチナのブレスレット

花冷えの銃テロ リスト抱く
砂 時 計 春 尽 く 夜 を こぼれゆき

トポスを語る 伯 龍 の 指

之代鮎代
鮎江鮎
之鮎郎

松
平

八東京・桃林会ｖ

歌仙﹃風失いて﹄

岸野未到

松吉渭月女

大西日風失いて地の黙す
ひまわり炎ゆる庭の片隅
阿部桃豊女

旭光浴びて上る歓声

ナォ仏生会集う講中杖を引き

欠航便に予定狂える

濃き雲に牛のっそりと顔を出し

帯しめなおしゆする藤椅子

短夜を恋のとりことなりし身を

青嵐横綱めざす取的等

陸に海にと絶えぬ当て逃げ

剛毅朴調まだ生きている
屋上に大起重機が首を振り
吉田あや女
宮崎明月女

離れの縁に猫の爪切る

本沢桃枝女

箒を買いに村の雑貨屋

サイクリングの家族もどり来

軒低く裸電球点されて

満開の花の燧道通りぬけ
静かになりし巣戻りの蜂

昭和五十九年六月二十五日首

昭和五十九年十月十一日尾
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演奏の琴の音合わす声のして

赤い羽根売る朝の街頭

松茸山に吾れも吾れもと

さもあらん月よりの使者待てど来ず

短冊を机上に月を待ちいしが

今村ゆき女
水谷寿美女

雨宮傘雨
仁科石蕗女

ナゥ袖にふれ萩のこぼれる石の階

ゥ秋澄みて山の稜線重畳と
勝ち負けあせる二人三脚
燃え尽きてなお胸に熱き血

清

高橋恵女

とめられぬ時間に思いまかせたる

童唄落暉の中に遠ざかり

未

ちぎれしテープ波止場に乱れ

明

曲一三

枝

玉子酒にも喧連発

月明にお百度踏むも神は留守

雪の道猟師獲物を腰に下げ
列車の尾灯闇が吸いこむ

ゆ

あ

胴着を脱ぎし母は小さく

たまさかの故郷麗し花のころ

ゆ末石傘未寿恵清ゆ枝あ豊明傘清石寿恵

八東京・都心連句会Ｉその一Ｖ

歌仙﹃焚火﹄

新刊本の歴史年表

高橋笑楽

京極杜藻
清水瓢左
三好龍肝
土屋実郎

京極杜藻捌

餡パンの膳にちょっぴり桜漬
サイクラメンの鉢を並べて

肝

近か近かと月を上げたる焚火かな

ゥふらここを力まかせに漕ぎつづけ

猫

郎

祖母も手傅ひほどく獅の荷
頼まれし綿入の襟取り替へて

餌時らしき獅子の炮嘩

藻

美容とあれば入費惜まい

猫

戸塚黒猫子

トランプのキングクヰーン仲の良く

解せぬこと何でそんなに痩せたがり

肝

楽

藻

肝

左

猫

楽

遠く去りたる鵯の群

雲折々月を見せたり隠したり
夜学で稼ぎパチンコで擦る
連句には向かず現代歳時記は

進展見せぬ日ソ関係

彼の沖の島にも花の咲きつらん

豊漁の旗風にうららか

ナォ萩焼に春の曙ほのぼのと

久しぶりなり美味き弁当楽

郎

梅干をこめかみに貼る頭痛持猫

道行姿廻り燈篭に藻

左

我が恋の何とて未だ実らざる左

女の柔ら金に届かず肝

世は未か家傅口傅も解放し

インド更紗は化学染料肝
明王は二十三夜の月に乗り郎
虫の棲は減り次第なる左
積み上ぐる薪は白樺冬用意猫
飛騨の工匠の光る名作左
ナゥ新札が出て明治村賑はしく
郎
城を下り来て古き庵室藻

落書帖に並ぶ友の名猫

窯変とは云えども土の芸にして楽

桝の隅より春のうま酒藻

領土減り黄金の殖えし花の国左

昭和五十九年十二月十日首尾
膝・東京︑神楽坂真情浄寺
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ナォ嘘の数重ねＩか１膳ねて年重

昭和五十九年九月三日首尾
齢・東京︑神楽坂真清浄寺

プ︵︾Ｏ

︵注︶＊良寛の父橘左門泰雄︒辞世前書に︑桂川に投身とあ

花篝禰宜が守ればよく燃えて玄
玉砂利を踏む音もあたたか魚

うたかたを浮かべて豊かなる流れ魚
タイガーバーム効き目あまねく良

文字の掠れを拓本にとる治

枝ごともらう身しらずの柿藻
ナゥ国替の度に上杉領土減り左

障子貼る弟子に厳しく注意して左

月に染めたる髪の紫良

牛馬飼う畜舎朽ちゆく町外れ左

松を這わする石組の想則

甚平の翁はいよよ朗らかに藻

翼下に臨む六月の雪左

東欧の旅に百万引き出し則

いてくれ

魚玄則良

八東京・都心連句会ｌその二Ｖ

歌仙官﹃
届帰
妻宅後﹂

大畑健
名古則

シャワー浴び流す残暑のほてり哉

ｌｌｌｌｌｌｌｌｌＩｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｌｊｊｌ︑ノーく︐

秋の簾を透ける夕月
清水瓢
池田紅

藪の中虫のコーラス賑やかに
京極杜

見学

山口良
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細身に凝りし走り高跳び
熱燗は一人心で舐めるもの

天気図替り大寒となる

現世にかける女やつるる

ゲンセ

吻曼茶羅に五色の雲の漂いて
貴船より嵯峨へ取材のテレビルポ

這いつくばってググとなく蟇

︑以南の歌を誰れぞ知るらん
地球果っ核戦争は避くくしと

病み上り浴衣の裾の大柄に
喰い道楽と異名付けられ

柏手打てば月朧なり

み言葉はかって朕より始まりき

部屋いつぱいに香るネーブル

風に舞う花びら浮かぶ水の紋

子治藻玄左治藻則左魚則藻則藻魚左子治

八東京・都心連句会その三Ｖ

星韻﹃菊人形﹄
二本松所見

武蔵よりお通華やか菊人形

大林杣平捌
大林杣

月晧し酒と詩歌でもてなして

金子恭

森三

三好龍

薙刀を素見し帰る雁木道
眠れる山を遙か彼方に

高木義

文字澄みたる城の碑

ゥ冬の海仁右衛門島に一つの灯

高橋笑

パリーより日毎に届く愛の文

京極杜

宮脇白目

親の目がねに叶ふ良縁

土屋実

構曳の宮居はしんと神さびて三
不意に間ゅるサイレンの音平

梅雨雲に月の在処のほの見えて山口良子

もの嗅ぐ如くで宜虫の角大畑健治

ドライブ休みに和風スナック小林しげと

ナゥ標準時明石子午線一三五藻

文明と云へぬ電話の大故障見学玄
選挙に勝ちて気負ふロン・ヤス三

千代経れど花の色香に別はなく清水瓢左

青信号で渡る春鹿肝

昭和五十九年十一月五日首尾
齢・東京︑神楽坂真清浄寺
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ひそかに誇る父祖の高名

晴れし仏滅雨の大安

教育の見直し論議まとまらず

百尺竿頭半歩進めて

ロケーション花の下なる人力車

水かけて鳴く蛤の縞

ナォ土佐日記諸んじ日永楽しみぬ

仏飯さげて作るおむすび

強化訓練恋をはぐくみ

珍しくこきりこ舞のなほ残り

実三恭厚平恭厚楽郎三楽厚子藻三郎肝平

八東京・都心連句会ｌその四Ｖ

歌仙﹃迎火﹄
清水瓢

清水瓢左捌

貰ひ来て白樺の皮迎へ火に

大きな時計振子ゆっくり
高木義

名古則

大林杣

森三

笑ふが如く見ゅる月代

アゲハ
鮎の宿枯山水に黒峡蝶

雪掻きて親しさ増せり隣同士

見学

ナォ舂愁といふ年頃にあらねども玄

生きながら身の無きを知るべし山口良子

街中にエロスバストの神棲みて則
ためらひ出でし梅雨明けの報良
鵲の子のおくれて一羽急に去り則

日焼直しに胡瓜おろして厚

麻雀は得手よプロには遠けれど左

六三三の制度疑義あり平
心根の清浄めざす頂上に良
凍つるが如く月の瓦は厚

八瀬は雪町医の訓へ守り来て郎

奉公袋蔵に眠れり則

ナゥ西鶴は品下れりと翁言ひ玄

経済都市も文化競へり左

風呂敷は何を包むも便利にて良

案外細き象の鳴き声玄
草野球花を散らしてホームラン平
手に余る程土筆虎杖良

齢・東京︑神楽坂真清浄寺

昭程五十九年八月十三日首尾
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熱燗にして廻す盃

ゥ昔より頼母子講は気易くて
オリンピックのテレビ応援
ビールよりエビァンの水高価とや

秘めし思ひを胸底に籠め
伊勢源氏古典の恋の跡尋ね
代の替りし和菓子売る店
黒猫の碧き眼月の夜に妖し

衿引締めて秋袷着る

毛見役の厳しかりしを小父語り

由来人種は無差別のもの
花の下サンバを踊る群もあり

鯛釣る舟の岬過ぎ行く

郎則左平厚則玄郎厚左郎平玄厚子郎平左

八松山・南海放送学苑連句教室ｖ

脇起歌仙﹃残暑﹄
捨てもあへぬ団扇参れと残暑かな

永田黙泉捌

にぎたつ
ナォ
熱田津の朧にひびく波の音人
糸垂れるたび何か喰ひつく美

晄惚とならず才女は逝きにけり照

思ひ出拡ぐ古きアルバム香

児は眠り白磁に光るゆすらうめ仙

夏目漱石
永田黙泉
岩城ゆき
河野房子
原田花笑
新海左人
木村仁美
平田照子
長戸弥香
日野泰仙
杉野祐子

玉露に憩ふ老夫婦かよ照

着物の柄を選り迷ひをり
立浪草鹿呼ぶ島の崖に濃し

幟は立てず落人の里

ゥ道祖神お手々つないで肩組んで

恋と引きかへ出世街道

おかめ拝んで福徳つかみ

あの夜から母に秘密を持つ娘なり

出納係泥棒ごっこ

昭和五十九年八月三十日首尾
齢・南海放送本町会館

春宵なごむ遠山の鐘仙

ナゥ峯紅葉赤城の山の日々深み笑
ひまはり三号もてはやさる塾人
叩かれて不調のテレビ又も鳴り美

野萩のアーチ皆くぐりゆく房

月光に窓閉めて言ふ﹁おやすみ﹂とゆ

おひめ

小鳩の胸の高鳴る褥力
残り香の哀しき債御簾陰に路
真澄の鏡誰か磨かん泉

とっぷりと平和に浸り贄の日々し

黒ん坊大会日焼け見事に祐

越智しげる

花明り床に茶掛けの﹁閑﹂一字白形喬士

どゐ
夕月淡く円ま居
を照らす

人気あげエリマキトカゲ得意顔

和田カズ子

さはやかに外出の髪を結ひ上げて

月凍てぬ樺太犬と南極に

兵頭路子
ゆ

房

泉

笑

みち足らふ炉火分校勤務
古壁に並びし童画愛らしく
ペンペン草を耳に鳴らしっ

弘法さまも筆のあやまり
胄瓶を下げ満開の花の径
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八東京・猫蓑会ｌその一Ｖ

歌仙星ヨ解け﹂
東明雅捌

春寒の香の桜餅など
武田和

米谷貞

草間時

平井昭小

枳殼垣に破る袖口

雪解けといふ愉しさを来たりけり

雛かざる理路の玉ゆれてゐて
杉内徒

東明

留守番電話苦手なのです和

ナォ行春の薄人情といふ言葉彦

飼主よりも上品な猫敏

ちまちまと小さき家建つ坂の町司

手のひらに握れる程の下着干し和
ペントハウスにわれの教へ子敏

枢に三度石で釘打つ司

訣れたるあとに向日葵咲いてゐて彦

からからと鈴をころばす秋の風敏

蘇州城外高き藁堆和

J

四囲に満ちたる蟠蝉の声

姥は自慢のとろろもてなす貞

李太白月の筵の端に居り彦

ナゥ菊枕すこしの呆けはそのままに和

酔へば本音がほろとこぽるる貞
宿跡に二つ立ちたるくなど神〃

日癖雨止み春の夕焼司
親舟子舟水温むなり彦

揚雲雀間きてぼんやり花疲れ雅

昭和五十九年二月十九日雄・俳句文学館
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東の指さす方に月淡く
ゥ子を孕む秋の蝮に気をつけよ
首のうしろがこそばゆくなる

土佐の断崖涛真白かり

トランプのカードスペードばかり出て

鰭酒を始めましたとお品書
月を仰いで着ぶくれの客

煙草いらいら靴底で消し

値上げせしタクシーは棄て歩きけり

フォア・グラのあとエスカルゴまで

焼茄子に煮茄子嶋焼漬茄子も

ふらここ父へ戻りて母へ

このままで浄土見え来し花の宴

敏貞敏彦貞敏貞司敏ノノ和司雅司子子彦敏

八東京・猫蓑会その二Ｖ

平井昭州

歌仙﹃牡丹焚火﹂

あめっちの闇に牡丹の木たけり
草間時

東明

もてなすものに熱き粕汁
冬至風呂湯ざめする身をいたはりて

波のうねりの音もなかりき

名月の既に高しよ軒の上

ナォ苗札にわが手父の手混りゐて敏
ひじきあぶらげおからきりぽし彦

このところふさぎの虫の住みつきぬ雅

職業を問ふ舞妓と答ふ敏

ジーンズの臂の太さの見事なり彦

スキーの宿に積るドカ雪雅

寒菊のふりかへるたび香り立つ敏

論語素読の声の高らか彦

アイスクリーム食べて長城見学に雅

峠の奥の遠き山脈彦

宵闇の馬ぽくぼくと歩きけり敏

九月蚊帳つる村の家々雅

ナゥ落鮎を食べては齢をとりしかな彦

天の川ゆく虚子の駒下駄敏

ストレスの溜まりし酒に果てにけり雅

うすき俟の書きもの机敏

回廊にこぼれ来る花二三片雅

昭和五十九年十一月十八日船・俳句文学館

音楽は今春の祭典彦
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雪

秋の遊びも既に閾けをり
ゥ蟷螂の腕にとまりて泣く子供

淡き色添へ旅のスケッチ
人恋ひてほろほる酔ひのワイン飲む

わかき尼僧の頬のまぶしさ

蔦若葉からみて太き格子窓

酸漿市の空に出る月

金一○グラム買ひしへそくり

﹁食へば死ぬで﹂犯人いまだつかまらぬ

預かりのわがまま猫になやまされ

焼野の石に烏とまれり

春日祭に出あひたる今日

人通り絶えたる雨の花見茶屋

雅彦敏雅彦敏雅彦敏雅彦敏雅彦敏雅彦敏

八東京・猫蓑会その三Ｖ

二十韻尋化の冷え﹄
東明雅捌

杉江杉

秋元正

客人迎へ燃ゆる春の炉
原田千

井手樫

竹剪りし短冊受けや花の冷え

甘え声して塀の三毛猫

町

江

吉宇

雑沓まぎれ捜の瞳よ

中川哲
東明雅

過ぎし恋歪んでダリの絵のやうに

晴

ゥ宵の月寄席看板の影長く
ほろほろ酔ひの中汲の味
秋祭り俄氏子のかしこまり

補助線一本足らぬ証明

檀家廻りにバイク楓

ナォ病院の倒産話梅雨じめ

楮晒しの白き渦ま

真青な四万十川を越え行か

寒月に座敷童子の笑ふ
琴三味線に胡弓まじり

ナゥ閑居して不善やまざる老の日々晴

手になじみ来し信楽の怨町

咲きみちて濃きも淡きも紅枝垂雅

昭和六十年四月七日齢・関口芭蕉庵

海沿ひの村魚島に沸く亭
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町晴亭江
哲晴〃江亭哲

うららかにパイプの烟り吹き上げて

て声くむ爽り

八札幌・俳諾寺芭蕉舎その一Ｖ

歌仙﹃長靴はぴかぴか﹄
窪田薫捌
四方万里子

明石雅子

長靴はぴかぴか建國記念の日

象形文字の唯の足跡
窪田薫

ナォ霞抜けスペースシャトルあげられる花

溺死溺愛できない相談雅

逢ひてのち血の浄らかな刻を得て万
あなた百までわしや九十九まで博

アッイ魂詩ノ蛍實リ雅

お互ひにアイスクリームすすめあひ菫

大いなる夢追人に買はれたり花

御用御用の果て虎刑臺万
万

ジュリエットグレコセプテンバーソング花

ナゥたらたらと軒の氷柱のしたたりて菫

居眠りしつつとろりとろとろ雅

月繊くいささかセンチ・ドビュッシー博

つらなりて山から里へアキアカネ博
一化

雅

山田花紹子

いつとなく土筆に心ほぐれゐて
ついうかうかと野に宿りせし

石階に黒毒のひと月涼し
向うにみえる昆布刈る背ナ
ゥハンカチを結へしョツト戻りくる

薫

雅

万

灰撒いてザックバランの花ざかり菫

年金のどっさり届く神の留守菫
意地悪爺さんポチをつれたる博

新妻博

忘れし扇にしのぶ面影

″

これから新たな恋がはじまり
秋暑しフレンチカンカン填たつ

欄干にもたれて仰ぐ盆の月

万

深雪の晴れに郵便配達花

キリンのコキリンまあどうぞ

スケートの北沢選手銀メダル

雅

万

薫

昭和五十九年二月十二日首尾
雄・札幌市中央区民センター

三界浪漫たつ唇気櫻万

淺草の観音様も酔ひ給へ

終ら︲ない曲終りない曲

一化

切れ長の目に櫻花散りつづく

博

五輪旗振っていざサラエボへ

ツェッペリン伯うららただよひ
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八札幌・俳譜寺芭蕉舎その二Ｖ

歌仙﹃釈迦誕生﹄
窪田薫捌

ナォ百千烏桃井かおりがもうひとり

野外ステージ出前一丁花

薫

清盛に問へや祇王の食あたり薫
いとしいとしとかなもじの文万

たかんなあなた

伸びる筍貴男多感な〃

だ

演しものの濡れ場とりもつ縁かいな万

山田花紹子

窪田菫

甘茶の味を舌に淡雪

誕生の釈迦指す方や風光る
ものの芽の角ぐむ音のきこえきて

するするといとどのおいと壁に消え〃

万

寺化

雅

新妻博

昭和五十九年四月八日首尾
齢・札幌センチュリーローャルホテル

因幡の仔猫イニャイイニャイバー花

花嵐島根の花はおしまひさ博

大国主も結構浮気薫

女神抱くミラクル少年神の留守雅

緑の小瓶媚薬でしょうね万

ナゥ見れど飽かぬミカド赤坂ミラーボール博

今宵の秘密紙嵯できめる万

天草四郎は黒でなく白雅
彦九郎京の五条の橋の端博

ルヵ伝にくったら市はのってるか薫

すすきかるかや月にかかるか雅

四方万里子

明石雅子

十化

薫

春の三日月あがるゆるゆる

城古く遊子川辺に悲しまん

砒よぎる蒻翠の冑

ゥただよひて夢より夢へ飛ぶ蛍

万

美は乱調にあり蘭ひらく
二十から私の人生暗かつた

薫

雅

肩が語ってゐる﹁アイシテル﹂
みむらさきここらあたりが恋が窪

薫

紫式部石山の月

落鮎の料理落度のなかりける
名酒こぼしてぐいぐいと呑み

万

薫

炉話に座敷ボッコも混りゐて

雨の北上泣けとごとくに
北帰行花前線と競ひつっ

雅

博

モンキーパナナもって遠足
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ハ神戸・白燕連句会ｌその一Ｖ

歌仙ごっ食うて﹄

一つ食うてすべての柿を食い終る

秋草に鳴る水と風音

橋間石捌

大林信爾

橋間石
吉田不可止

品川鈴子
止

爾

夕月の旅人白き影負うて
もつれし紐は鋏にて切る

坂本ひろし

身すぎ世すぎは笑みて語らず
膝抱いて三猿の図のかたちなり
ゥ吹き春るる空に二三羽鳶のおり

爾

鈴

ひ

止

タラップ降ろす北回り便
髪染めて眉落したる男あり
掻き集めいるおひねりの嵩

止

爾

逆さまに徳利の並ぶ奥座敷

鞍馬の里に残る呉竹

″

爾

ひ

言葉少なに動く人影

苗代を浮き出すほどの月あかり

草萌えそむる庭の石臼

止

家鴨いてあがって歩く花ぐもり

鈴

信じてはいれど待つこと久しくて

頭重たき蛸掛のまどろみ

ナォ山の辺を少年の声遠ざかる爾

明日を約束されし残照止
茶羽織のロンとヤスとの炉辺語り鈴
寒がる猫も血統書づき〃
次第にふえる母の白髪爾

工場も人も丸ごと買とって止

用のないことも八苦のひとつなりひ

夢の中からとどく恋文爾

この頃はやるカルチャーセンター爾
書き出しの文字もいつしか源氏めき止

邸の外は葛嵐して鈴

月の楽蓋をはらえば流れだしひ

これから先は何にたよらん止

ナゥみちのくの路傍に冷ゆる道祖神爾

女童の指にもつぶれ桜貝鈴
かすかに残る春の夕焼止

二三人寄りたる花の開き初めひ

蝶の吹かれてせまき川巾大林和子

畷輌唖丼秘蓉 朋十弘明霊舩・垂水年金会館
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山本野

明ひ遊明ひ遊明ひ遊明ひ遊明ひ遊明し遊
ろ

ハ神戸・白燕連句会その二Ｖ

正ひ千

非懐紙連句﹁伎芸天﹂

伎芸天古き泉に指濡らす

恋の心の匂うたまずさ

昭和五十九年十月二十四日首

昭和五十九年十二月九日尾
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つるりと石を滑る亀の子
暁の夢にほのかな色ありて

ラーメン好きの今日も三人

泣くこともある弁慶に候ぞ
手形の期日明日に迫りし
摩天楼ビル暖房に汗ばみて
釣竿のずらりと並ぶ防波堤

敷居の高い家に入るか

春のかもめは浮いて眠れり
近よれば花湿りいる朝まだき
ギヤマンのグラスにひびくオルゴール

お蝶夫人がまじる待宵

秋風に酔余の杖を曳きながら

いろは楓の紅葉明るく

山寺の和尚のすきなわらべ唄

廟の上であくびする猫

秋坂佐

ハ神戸・白燕連句会Ｉその三Ｖ

非懐紙連句﹃晴の日﹄

晴の日は磁気帯びながら小部屋掃く

渋谷道
吉田不可正

道

秋山正明

明

航空便で届く絵葉書

見なれぬ烏が餌台にいる

おそ咲きの白菊鋏ためらいて
山の辺の道は古墳につづく道

止

明

止

ネオンの街に仰ぐ寒月

道

裏口をのぞけばふっとなまめきて

明

道

セーラー服のなびく銀輪

失せ物探し疲れたる顔

靜のままに別れて四季を過ぎ

このところふえる患者の精神科

道

止

明

止

芭蕉の声をＣＭで聞く
茶柱をそっと快に春の宿

道

柳諸子のはねる舟端

年一度昼の花火を打上げて

止

明

居並ぶ児らに化粧してやる

手造りの土人形の鄙びたる
やわらかな陽の匂う渋紙

昭和五十九年十月二十一日首

昭和五十九年十一月十日尾
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八西尾・白桃連句会ｖ

歌仙﹃緋
﹃秋薔薇﹄

十三夜海苔そだ林汐引きて

篦の刺身に語る俳譜
朗

郎

湯山まこ︑と

宮下太郎
斉藤吾朗

宮下太郎捌

名のある松の枯れて倒さる

秋薔薇プリンセス・ミチコに集いけり

まんじゅうを古陶で蒸しっ夏炉焚き

と

と

朗

郎

汗にまみれし母のやかまし

ゥ福の神家を守れる役瓦
ヘルメット脱ぎおさげ髪とく
下駄箱の想う人の名まつさきに

郎
朗

穂高縦走落石の事故

独り居の通信局長長電話

郎

と

眼の痛きまでシャガールの冑
天馬空飛ぶといえども月凍てて

と

朗

郎

非行少年正月を待ち

夕べとなれば酒を飲みたし

騒音も音楽にする秋葉原

シ︸

朗

また新しく燕くる駅

この村を去るひと多き花の雨

医者の勧めを聞いたふりすると

ナゥ蒙刻に疲れて昼は蜆とり郎

朗

エンゼルの森永キャラメルポケットに朗

世を驚かす二十面相郎

縁台将棋親が子に負け朗

怪談も三晩続けば暑苦しと

彼女の家を七回り半と

山の手は下水工事の穴深く郎

豊満な胸のふくらみシルエット

谷間に流る水はちよる／︑郎
風強き月夜に響くししおどしと
明日の茶会に蓮の実をとる朗

勤め終って般若心経と

ナワ大豊作六十年の寿ぎに郎

妹がりにゆく黒の老猫郎

ソ連との漁業交渉再開し朗

長床の閉じたまぶたに花筏と
木の芽萌え出す丘の明るさ朗

駝岬垂什地等十斗朋十仁串雷舩・西尾︑吾朗邸
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八東京・芭蕉記念館連句会ｖ

歌仙﹃秋蝶﹄
秋蝶のおのずからなる高さかな

仰ぎ仰げる月は天心

菊の宴貴き殿に招かれて

彫金ゆゆし大壺の艶

赫々と燃えさかりいる暖炉の火

夢のごとくに七草の過ぐ
ゥおみくじを結んで託す願い事

ミス日本に選ばれました
処女ですという真っ白き嘘をつき

ねぶつ

熱砂にくれるさぼてんの花
溶岩は村のすべてを押し流し

声嗅れるまで念仏調すも

兵隊が鉄砲担ぎ月の道

生きていたかと濁り酒酌む
かりがね

雁を聴きてなぐさむ千曲川

か
淘摸番ので刑
事が痴漢に豹変す健

吊草と揺る若きＯＬ亜

ナォ草餅を食べ過ぎ昼のただ眠し正
宇咲冬男捌

昭和五十八年十月二十六日首
昭和五十九年一月二十五日尾
舩・東京︑江東区芭蕉記念館

玻璃越しに見る庵の春雪亜

時うらうらと晴れの続ける宗
滝桜どっと咲きしと花便り冬

きよう歌舞伎・あすは京劇・能舞台寿

銀行預金宝石に替えゆ

ナゥ爽やかに婚成り夢もふくらみて桃

新絹をさげて来し友うれし健

杣が家豪邸となす望の月宗

吉里吉里人は全て統領阿部桃豊女

サーカス小屋のもの哀しくて未
戯作者の懐の辞書ぽろぽろに冬

枯れ葉剤撒かれて生れし子は奇形宗

歯をむき出して裂かる鞍鰊視

夜な夜な抱きいしは骸骨ゆ

宇咲冬男

鎌風のどたりと野の木倒したり寿

松本催
岸野未到
今村ゆき女

恩田正治
大石視朗
滝田照雄
昭州

山崎一不一号

ゆ

水谷寿美
未

藤沼亜緋子

昭小

亜

未
昭小

筵を敷いて録音機置く

健

名優の肩に花びら止りたる

都の内に霞たなびき
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八八戸・八戸俳譜倶楽部ｖ

一つ衣で済ます慶弔和

ナォ定まらぬ﹁むつ﹂の行方や烏曇簗瀬白静女

気に染まいみくじ二つを枝に結ひ晶

歌仙﹃俳菓てふ﹄
関川竹四捌

碑のならぶ勿来の夏木立静
降り込められて長き逗留泊

昭和六十年三月十五日首尾

膝・八戸市長者公民館

遙かに霞む夢の大橋関川竹四

目っむれば長者の山の花の香や風

しばし広場の椅子に腰掛け吐

揺れに揺れ明日に持ち越す核談議た

肩で風切る街の盛り場嶺

ナゥ一徹の南部の鮭の面構へ苫米地古北

月の道ことば少き夫に難き吟
秋風の吹くここはみちのく美

こけしづくりの轆轤ひびけり大橋たつを

夜が更けてこっそり入る露天風呂佐々木茂子

閖古烏鳴く郷の陶房和

茶渋つき夫婦茶碗の後家となり吐

涙に惨む恋の文読む星野佑美

藤井白兆
岩岡吐雲
瀬知和子
藤井泊陽

俳菓てふ金沢みやげ春の雪

いで湯の宿の廊下長かり

兆

名久井白好

傘かたむけて初音待ちたる
茶のつぎは花の稽古や朧にて

かまいとど跳ねて女房おどろかす

小池美千子

小泉白吟女

佐々木ツタ子

菊地敏子

江刺白孝女

高橋白晶女

伊藤向﹈ロ巴

鈴木白嶺

夕月の思ひもよらぬ方に出て

ゥ流鏑馬の人馬一体秋まつり

旧所名跡めぐる思ひ出

あれやこれやと酒肴ととのヘ

蜜月の耳朶ほてらして寄り添へり

カーテンを易々通る母の声
茶屋の床几の縞の座布団
月の出を待てば川波足許に
鈴虫の声ひとり聞きをり

池田風信子

泊

藤木倶子

ソ

累々と綴をなせり野分雲
舳先を沖へ並ぶ揚げ舟

陽炎へるなか嫁を迎へに

花の酒浅鯏分葱の酢味噌和へ
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栄可久

八松本・花野連句会ｌその一Ｖ

真
木

小出きよみ捌

の海

﹃樺落葉﹄

地に還る樫落葉の匂ひけり

焚火の煙たゆたへる川

足の感触赤きじゅうたん

アトリエの額の自画像ほシえみて

銀杏落っと少年の言ふ

窓越しに猫の道見ゆ月ほのか

ワ秋桜咲く曲り角ミラー立ち
待ち人の来ず石を蹴とばす
男等に浮気の虫の棲みつきて
洗はずにをるげんまんの指

えびす様大黒様のお札貼り
芥もくたの連れて流るる
駅裏のビヤガーデンに月真上

化けもののどと揺れる竹林

かすか香水すれ違ふとき
中国に残されし孤児雛多く

朧々に酔の深まり

終点からは徒歩で十分真

ナォ黒鯛も鰺も上れり地曳網奈

カラオケの講師が来ると公民館奈

昔士族のなれのはてとか真
凧の空の青さと野の起伏可

インフルエンザのビールスの舞ふ真

灯油値上げを記事の見出しに澄

仏壇を買ふ善光寺門前町奈

出迎への彼のバイクにまたがる娘小出まこと

澄

だましもせずにだまされもせず真

みみずが鳴けば蓑虫も鳴く小出きよみ

月落ちて極楽とんぼも嫁をとり

ナゥ小錦のどでんと転び秋寒く奈
父の家系をつひに知らざりみ

ハイビスカス描き終りたり心晴れ橋爪万津子

汽船の通るはるか海原澄
山みちを来てすみれ紫可

花嫁の横顔白きさびしさよみ

昭和五十九年十一月二十八日首尾膝・きよみ居
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原城知
ら
口

仙

花の宵すゾやかな死を願ひつっ

川む老水倉

歌

澄可奈真可澄ノノ栄真澄奈澄可子祢奈澄子

小出きよみ捌

海

真
栄
久万き
木
津よ
奈澄ノノ真澄子み澄奈万澄奈澄子万奈子み

ハ松本・花野連句会ｌその一一Ｖ

歌仙﹃匙置く音﹂
受皿に匙置く音の秋めきぬ
月のうさぎの鮮やかな影
テニスコートに人影もなく

嵐来るカーテンいよよはためきて

柿の花落っ爪先の石

ひと

梅雨晴れを来て裏口の戸を叩き

情の深さの年上の女

ゥ金丹を与へてさます二日酔
ハトムギ茶飲みヨガの体操

そこはかとなき移り香の漂ひて

箱根の路は伊豆にくだれる

崖下に白波よせて沖の船

犬の眼光る狩人の眼も

寒月のとどきて村は眠る刻
デジタル時計唄うたひだす

膝にこぼす孤りの酒を拭きもせず

ぶらんこ揺らし児はひとりぽち

花冷えのバスの切符の色うすく

ナォ春愁の風呂敷包帯の辺に真
稲荷・の鳥居赤く塗り上げ澄

利根の流れのさんざめきつつ奈

球児等の優勝祝ふ旗の列真

この頃の旱をかこつ立話澄
避暑の首相の好々爺ぶり真

サマードレス意地悪さうに口結びみ

海岸線のゆうになだらか真

一人息子につききりの世話真
鏡中におのれ驚く恋やつれ澄

忍者の商に尾花出揃ひ澄

月光が壁の穴から洩れて来る小出まこと

手相のままに過ぎし一生〃

ナゥ靴下に電線走るよ露けくてみ

小鳥の森へ矢印のつき〃

サンタマリャ浅間の裾の聖学堂真

家路忘れし空の風船栄

花びらの快に入りぬ花吹雪み

昭和五十九年八月二十二日首尾紗・きよみ居
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老橋小
原爪出
水
l l
城口
倉
知

はらいがわ

八松山・祓川ｖ

鈴木春山洞

牧野蓼々

鈴木春山洞捌

摺り足の忍びて通ふ四畳半

どこからとなく戯歓の声して

庭石に坐り続ける雪女

信玄のかくし鉱山掘りあてぬ

磧の温泉にて酒酌み交し

ナォ噂りを杣の出窓にききなして

島津百壺庵

脇起歌仙﹃枯公孫樹﹄

蒼色寒くうねる冬海

﹁わたしのすべてあなたにあげる﹂

玲羊越えし岩峯の尾根

媛炉燃ゆパイプ静かに煉らせて
井門可奈女

小泉八雲墓とのみあり枯公孫樹

エァロピックの音楽流れ

角を曲りし自転車のベル
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樫の実をくっきり照らす月の光

後朝の肌のほてりを押し隠し

秋深うして細りゆく水

シテ島のゴシック塔に月落ちて

ナゥ夜なべ妻雛を刻めるいとしさよ

土間のあたりに鳩時計聞く
廃線の日を指折りて待てる駅

伝言板に残る戯れ言

室示

廉

洞

百

島津松罵
黒田耕三
土肥裕史

立てかけてある薫の延べ竿
ゥ虫売りが担い篭して児等あつめ

きめ白き娘に泣き黒子あり
絵双紙を脱け出し美男訪れて

金糸銀糸の色留めの裾

史

花を縫ひ天皇現れし園遊会
南の空にいかのぼりあげ

斧一閃新造船はするすると

洞

畷 輌 垂 井 払 韓 恒 朋 訴 甲 露 舩 ・松山市島津百壺庵郭

あ

百

電話ケーブル事故のくすぶり

田舎医者甚平往診急ぐ月
汗だく帰る連休の避暑

癩

史

奉示

ビフテキはレアに限るといつもいひ

靖国祭東京の昼

道中の毛槍振り振る花霞

蛤吐きし夢のまた夢

洞奈史三百洞史百三奈罵史三濡奈百洞三

八松山・芭流朱連句会ｌその一Ｖ

脇起歌仙﹃岩の上に﹄

蝉時雨降る崖下の径チ

ナォふらここを揺りあげし児等賑やかに沙

この眼で観たるベルリンの塀筍

露兵墓碑銘仮名で書かれて嵯
鈴木春山洞捌戦争を知らず育ちし四十年力

徳永山冬子一気には無理な磑ある夏越芹

鈴木春山洞百寿を祝ひ竜舌藺咲く律

横田富沙堂々の門構よき北の家星

岩の上に岩ありそこも滴れる
床の間に草活け軸を掛け換へて

ふるぜ

箒目立てし白き露地ゆき
深閑と皎々と月射してをり

石丸律子七夕笹に短冊つるし星

かつぎ

嵯洋館の花にパイプをくゆらせて洞

ヵくるくる廻る風見鶏立ち力

洞酒買ひに舟漕ぎ戻す島の宿筍

沙真珠筏の浮ぶ湾内嵯

田中拓星翁諺ナゥゴンドラで登る城山涼新た律

竹下日嵯日髪を結ひて恋に精だし沙
和田カズ子妖艶な姿みするも手管にて洞
白方筍子思ひ出の帯取り出し展げ力
藤田芹花月円ヵ航海安全祈りけり芹

味を楽しむ鴬釣りそめ
ワ蕊踏み来る音の爽かに
秋扇堂に肩よせ合ひぬ
妻戸の隙を通ふそよかぜ

きぬぎぬの被衣まとへど肌寒く
ゆには

長老囲む宴ゲなごめる

玉砂利の敷かるる神の齋庭にて

青猫を膝に愛でつつ冬の月

芹ヘリオトロープ贈る乙女子沙

律

筍

アイススケート会員となり

お化け出る噂話を怖がる娘

星昭和五十九年八月一日首尾
洞

齢・愛媛県立生活文化センター

人工衛星空飛べる世ぞ

烏雲に入る漱石のほ句

絵葉書に花の便りを書きつけて
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八松山・芭流朱連句会ｌその二Ｖ

脇起歌仙﹃お降り﹄

ナォ曽孫を祝ふ大凧あげにけり〃

広き河原を埋む観衆洞

鈴木春山洞捌さざれ石巌となれる千代のこと星

地球の温度下がるこのごろ洞

田中拓星︿或諺雪ちらちらと降りそめし夜洞

谷翠子われら武士冬将軍を恐るまじ星

鈴木春山洞乳呑み児の笑ひあてどもなく笑ひ星

春の浜辺は賑ひにけり

星張り来る胸にガーゼ忍ばせ洞

お降りや王者の如き寛ぎに
卒寿ことほぎ汲める若水
掻く蜆指の間をあふれ出て

星演歌の題に﹁噂の女﹂洞

洞家族湯と貼り紙の湯へふたり連れ星

民謡奏で吟遊詩人

月朧草の朧に匂ひ立ち

洞十六夜の月にあこがれ遺遙す星

星清水寺の舞台より霧洞

洞ナゥ小山田の案山子も同じ観世音星

星後生願ひの爪に火ともし洞
洞日の本の富士秀嶺を讃へっっ星
星鶴引く空を仰ぎみつむる洞

ヘ

T

ワ塔の影に佇ちみる池の景

内助の功は一豊の妻

コンピューターで婿選びする
高望みするなと言はれ昂ぶりて

水族館にムーン・フィッシュ見る

南国の黒潮博の切符買ひ

洞花に酔ふ宴の庭のさんざめき星

畷碗垂什地蓉一二顕一一十叩密︵文音︶

星桜蕊降る朝となりけり洞

星

洞

農産物に秋風の吹く

アメリカを睨む銅像月を浴び

夢に舞ひたる猩々のシテ

日生

洞

独り酒全てを忘れ謀まるとし
花に焚く篝火音をたてて燃え

乗込鯛の値万金

ーL／笙−

舂渓
山

木野

洞水洞水洞水洞水洞水洞水洞水洞水洞水

民宿なれど昔本陣

ナォ吹きならす順の峰入り法螺の貝

名物教授近き定年

片言の天台止観語られて

冬の湯治場閑散として

往年のラガーなりしが赤パンツ

水洞水洞水洞水洞水洞水洞水洞水洞水ノノ

八松山・芭流朱連句会ｌその三Ｖ

歌仙﹃古雛﹄
内蔵の棚の古雛とり出だす

母と娘と添ひて永き日

思案の末に書きし恋文

いつまでも小糠雨降る川の面

お好み焼の店の繁昌

年上は甘えさせたりいなしたり

耳遠けれど聞きし馬追

軒燈にかかれる月の円かにて

金工面して離れ建て増し

ナゥ朱の椀に浮かめ新豆腐よかりけり

鳶が蔭生み掃き溜めに鶴降りる

遠くの方で初蛙鳴く

地震の予知に欠ける良策
象潟も今は陸地の花白し

蹄湖壷廿地幹程朋玉串露︵文音︶
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卒業にダイヤの指輪おくられて
着替へ手間どるつけ下げの丈

地上から五十階なる月の宴
音をかすかに雁渡し吹く
ワ吊橋の底の瀬音に櫨紅葉
ちらりと見えし糸切り歯なり
ひけどきの電話ボックス混み合ひて
新たな一一ユース割り込んで来る

札束のダンボール函いと重く
もつるる足に老のはじまり
やうやくに譲り受けたる山畠
ちや
陳ひね茶
を煮つつ賞づる夏月

瀬戸内の八十島かけて朝凪げる
ジャンボ機の航く空の碧さょ
待ち兼ぬる花見にさそふ友の来て

白魚飯の割り籠ととのへ

鈴伴

○

八松山・芭流朱連句会ｌその四Ｖ

脇起歌仙﹃春山の﹄

春山の山彦は朱髪童子かな

水ほとばしる雪解の沢

垣手入するも一人の業ならん

布巾を掛けし茶布台の上
月に挿す芒の影のうつりつつ

松根東洋城
鈴木春山洞

汽車の鉄橋渡る近道

ナォ乗込を追ひて釣師の今日も来る

夏念仏の揃ふ声々

月見草ぽっかり富士の雪晴れて

千烏啼き交ふ澪あり

豪商の淀屋閾所の噂立つ

中年も初老も過ぎし恋ごこる

何にも知らぬ女房は神

東明雅

量音をしのばせ月の背戸を脱け
洞

草間時彦
岡本舂人

老いも若きも混ぢるジョギング

露しとどなる桔梗刈萱
法師蝉大名の墓列なれり

人

霞たなびく子規のふるさと

まつしぐら花前線の北上し

昭和五十九年九月十六日尾
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夜なべ終りて払ふ草屑

ゥ葡萄醸す香りを納屋にただよはせ

雅

腕の入れ墨消すべくもなく

ナゥ屑續を手酌の酒にまぎらはし

彦
人

思ひのほかの美女でありけり

金釘の裏を返せとなじる文

洞

波音を間く泊船の中

鉄鉢に零飛びこむ旅の空

雅

雨も上りて謝肉祭なり

年金を使はず溜めて死ににける
雅

涼しき月に屋根の青猫

洞

彦

麦刈りを終へし疲れのどっと出て

人

根深の汁の味噌が濃すぎて
おふくろの継ぎの前垂れ盲縞
八十路過ぎての大手術なり

昭和五十八年十一月二十六日首

ミルクティミルクたっぷり花の昼

洞

彦

博し銀なるペンダント春

彦雅洞彦人洞雅人彦洞雅彦人洞雅人彦雅

八松山・東松山連句会その一Ｖ

脇起歌仙﹃寒月や﹄

寒月や老松の精後ジテに

無入校舎は臭の声

香ばしき焙じ茶に時忘れゐて

絵筆を執らぬことも半年

重松冬楊捌

ナォ田螺和え地酒の酔もほんのりと
ガンジー暗殺ニュースとびこむ

煙草店裏の入口犬五匹

どか雪に萱葺屋根の急傾斜

天気予報の当らぬ天気

松根東洋城

蝉しきりすだく味噌倉

孫の恋許せぬことと嘆きつつ
襟あしふかく埋むおとがひ
銀翼のさやかに見ゆる月今宵

金婚式に鶴亀を舞ふ

手造り豆腐にいろり火囲む

米山の酔筆の幅ややすすけ

小倉あさ子

重松冬楊
森本蛍子
池川媚谷
蛍

ナゥふるさとの紅葉便りにうきうきと

楊
谷

あ

しづけさにほろりと花の散りそめて

ダムの水量漸くに増す

17民−

〃ジ

新秋の池さざ波を漂はせ
空一面にいわし雲展ぶ
ゥとんとことん郷の祭の太鼓打つ
おかめひょっとこ付かず離れず
目と目よく逢引の場所知らせ合ひ

谷

写真アルバム取り出だし見る
農継がぬ若者都市へとめどなく
あ

摘草しつつ帰るわらんべ

楊

何処より鼠ちょろちょろ走り出て
ホームシックにうちのめさるる

蛍

蛍

単身の涼しき月に風呂貰ひ
軒に干したる梅の匂へり

あ

楊

風車の小屋の今日は休日

窯出しの楽焼に鱸はしるころ

谷

楊

瞬榊超粁九斡一↓朋一什五申霊︵文音︶

呆け鴉のカオカオと鳴く

四国巡礼終へし杖笠

遠く来て句座開かるる花の家

谷蛍楊谷あ蛍谷楊あ蛍楊谷あ楊蛍あ谷蛍

渡部伸居捌
阿片瓢
渡部伸

急病人を抱へおるしぬ

ナォ遍路笠置かれ帳場の声高に

遊具の錆びし峡の廃校

毒入りの菓子に怯ゆる大八洲

しばしの別れ惜しむ短夜

遅くまでプールばかりは賑はひて

浮き名流れてなほも燃え立つ

移り香の肌にのこれる二人仲

楊京予楊居予京居楊京居楊予居京予楊京

八松山・東松山連句会その二Ｖ

脇起歌仙﹃秋出水﹄

秋出水さもなき様に流れけり

ゃ易に弛みし電線の月
重松冬一

奥村一泉

竹垣へ莞る舅萩の真白にて
賀宴にのぞみ竿を吹奏す
ウ

蚊遣焚く辺りにほのと香をた蚤せ

湖の自然を守る勉強

手拭の枝に掛けられ幾日も

夫の寝息と虫の交々

灯を消して月の窓辺に眼を休め

領空侵犯日常のこと

ナゥ何食はぬかかしの顔のへのもへじ

コーヒーの泡かきまはす銀の匙

カラォヶセット猫も杓子も
散り続く花の筵に酔ひつぶれ

春や昔の句碑大いなる

蹄輌珂什岨轌十圭即一千申壗︵文音︶
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野間予

人影もなき水田ひろがる
ゥ黒々と社の杜の荒び勝ち
想ひ届かぬ胸のせつなさ

長針の一回りする恋電話

故紙買取のマイク割り込む

仲裁の仕様もあらず喧嘩犬

中部地震の災禍甚大

宝刀に粉打つ老に月冴ゆる
囲炉裏の根滑灰勝ちとなり

開拓の昔語りは長々と

テープカットで動くＳ・Ｌ

照明に白鷺浮かぶ温泉の花

県都を挙げて春の催し

居楊予居京予楊京居楊予居京志楊子居郎

八松山・東松山連句会ｌその三Ｖ

脇起歌仙﹃石館﹄

ふるさとの漁師舟だす夕間暮

雨呼ぶらしき風の雲足

ナォお遍路の鈴の音待てるお接待
中須賀畦月捌

お中元つみ置く数も日々に増し

奥村百合子

中須賀畦月

つくぱひに添へる柄杓の清らかに

羅ばかり槍に虫干

内職の手の休むひまなく
徳永山冬子

打ち水終へし来客の暇マ

炎天やひしと蔦這ふ石館
耳遠くないしよ話のっっ抜けて

本町ビルのダンス教室

すれ違ふ人の残せし匂ひかも

ゥ伝説の怪しき渕のそぞろ寒
濡羽黒髪垂れてなまめく

昼こほろぎのすだく草むら

月の夜に熱き番茶が欲しくなり

筍

月

百

筍

居

百

月

渡部伸居
白方筍子

はらはらとただはらはらと散れる花

どこまで進む情報世界

ノッポビル目印にする列の中

ショルダーバック肩に喰ひ込む

ナゥ菊膳一期一会にしっらへし

白砂のまぶしきまでに望の月

秘伝名薬万金の丹

勘ねてはじらすをさな妻なり

浴場に並ぶサウナもまた楽し

居

裾野はるかに霞たなびく

青竹踏みも長続きせず

結城紬の肌ざはりよき

百

大仙院の庭の秋寂ぶ

畔榊五計抗蓉ユ朋伍申澤︵文音︶
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おはげみの時間にかかる電話ベル

久々に伯母の家訪ふ冬の月

月
筍

松ヶ枝に積む雪おごそかに

居

拝殿のこぼれ供米に寄る雀

身近の者と酒のお稽古

月

唯ひとり花見の留守居頼まれて

幼子の追ふ蝶へんぽんと

筍月百居筍月居百筍月百筍居百月筍居百

中原刀

岩崎泉

中島櫟

ナォ糸遊の中にひっそり道祖神
テクノポリスの噂ちらほら

烏賊釣りも自動化にする打ち合はせ

大漁節があまり聞かれず
青嵐吹き抜けてゆく旧き里

沖一杯にサーフィンの群
船人の守護聖母像金色に

アディウと言ひし人を忘れず
しなやかな小指に重く髪かかり
パレードの龍派手にうねりて

豊作の秋減反の厄

駅降りて家路辿れば十三夜

ナゥ開発で桔梗りんどう失せにけり

蟇のむくろに何を手向けん
仙人の十字の見得に幕おりて

禰郊渓禰郊渓禰郊渓禰郊渓禰郊渓禰郊渓

八東京・松喜久会ｖ

歌仙﹃市中﹄
月も味ある屋上の宴

市中に秋立つ頃や連句会
爽やかに稽古帰りの衣裳にて

旧師の便り久々に聞く

総仕上汗みどろなる学園史

えにし

飯より好きな歌舞伎見物
お濠端人に見られて花の酒
豊かな国の春のやすらぎ

職榊唾什地鉾十訓朋二十ユ印率舩 ・ 交 訶 社
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灼熱の空揚がる日の丸

ゥ見はるかす草原の道ましぐらに
すこしわかってきたといふひと

六根清浄お山は晴天

いつとなく炎と燃える恋心
底ぬけの明るさ故に慕はれて

三世相にも説かれし縁

峰火台鰍おろす月の冴えわたり

流人の宿に冬鳥の声

住みつきし秘境に清き出湯あり

桟道切れて行くに行かれず
つし
課ひの楽屋に生けし花一い枝
芽柳風にゆらゆら揺れて

郊禰渓郊禰渓郊禰渓郊禰渓郊禰渓郊禰渓

八松山・松山連句会その一Ｖ

脇起歌仙﹃残照﹄
巨星塔大人追悼

永田黙泉捌
故佐伯巨星塔

ナォ春風に御機嫌やうの登倍礼

銀貨キラリと光る胸許

朝鮮も南北いまぞ勝負どこ

国会再会空転なしに

短夜をデジタルの文字幾めぐり

宇治の橋下舟より舟へ

夏帯の嵩うすく畳みし

寺と宮浮かび出でたり月円か

名にしおふ素麺流し試みつ

そのかみの後朝の歌なつかしみ

きいぎぬ

息をころしてひそむ次の間

黒髪の乱るる闇となりにける

永田黙泉
白方筍子
重松冬楊
清水御杖
池川彫谷

残照へ猶湧くものや稲雀
夕月すでに天地を守る

中須賀畦月

一面に穗芒なびく野に佇ちて

そろりそろりと進むでで虫

あ

霞の奥へ消ゆる鐘の音

昭和五十九年十一月二十六日首尾
齢・松山二番町〃たにた″
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でゆ
渓の湯い泉
ぞ肌触りよき

朝毎に神の太鼓の鳴り響き

忠犬よくぞ尾を振り迎へ

香焚きしめて夜長俳譜

青春をバイクに乗って燃やしきる

貝の中より生れしビーナス
海見ゅる窓のガラスの彩模様
夢はゆめでもめっぽうな夢

筍
楊
李

ナゥ談はづむ菊の節句のほろ酔ひに
鈴木春山洞

渡部伸居
佐伯松花
二宮千紫

引き締む心御師のかんばせ
人もよく花の盛りのおらが校

若かりし日の想ひ出さるる

井門可奈女

松永静雨
西原李花

五人目もやはり可愛ゆき女の子

雪かぶり月に涙す杉木立

いほ

泉

サンタの鈴の次第に近く
にぎやかに恵美須大黒飾り立て
ガソリンガール今ほのぼのと

峡深く百日を咲く庵の花
城師塔師の句碑も麗か

居畦谷杖李可楊松筍泉雨洞紫居畦谷杖可

くぜん

永田黙泉捌

ナォ御入定千・百五十年の春
酒飲んでより歌仙賑はひ

だらノ︑とまことにじみに降る雨よ

乗合馬車も朝の休憩

は

くちなはに跳び上りたる少女愛し

水着の胸に残るキスあと

うなじ垂れ心の内は耳朶に

昨日の人と味も異なる

河個れて荒き寒風吠え渡り

洞畦杖蝸筍楊蛍泉静李洞畦杖媚筍楊蛍泉

八松山・松山連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃禅家口宣﹂
くぜん

壁間に禅家の口宣梅雨篭り
永田黙泉
重松冬楊
池川媚谷

苔むす庭の陶の鶴亀

昼の湯に浸りっ思ひ巡らせて

中須賀畦月
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和菓子いたヌき抹茶一服
笛の音もほのかに聞え仰ぐ月

大権現のおはす石鎚

御宝鏡みがきて迎ふ望の月
むかごめし
病も癒えて食ふ零余子飯
ナゥ飛行雲瞳に描き馬肥ゆる
特急とめぬ駅はさびしく

北へ北へと蜻蛉流れる

憶測で中曽根総理睨まる塗

ワ踊りの輪手に手をとりて楽しげに

蛍

泉

おもしろをかし身振り手振りも

森本蛍子
白方筍子
清水御杖
西原李花
松永静雨

後姿へたヌ慕ひ寄り
片恋の十八年は夢の如
鬼の涙に天狗も笑ふ

楊

つｈ〆

灰皿に煙ひとすぢ棚引きつ
地球の裏の電波入りくる

峡深く花散るなべに倫糸垂れし

霞の中に消えてゆく光

春
山

昭和五十九年六月二十四日首尾舩・道後〃梅之家″

かげ

筍
媚

着ぶくれて小者等遊ぶ亥の子月

玻璃戸の桟に積もる白雪

杖
畦

パソコンを老も若きも手習ひて

畳の上で転ぶ愚かさ

静

李

花の山麓の池も照り栄やし
鈴を鳴らして続くお遍路

鈴
木

Ａ松山・松山連句会ｌその三Ｖ

歌仙﹃初霞﹄

ナォ祖母の世の高砂雛の京錦

﹁古今﹂にはなき﹁万葉﹂の情
ソンブレロ帽を冠りてギター弾く

英の教会身売り次々

井門可奈女

永田黙泉
重松冬楊
渡部伸居

高嶺なる地湧の菩薩は月に笑み

みたらし団子のこるひと串

永田黙泉捌

脱ぎ置きし小袖の中に仔猫ゐて

白方筍子
清水御杖

紙の町チップ野積みの冬構

香を讃へつお茶をいた武く

中須賀畦月

泉

楊

花の藷透く碧空の深まりょ

しらべも永久にせ畠らぎの音

チョイチョイと難問題に片をつけ

ナゥ四万十の柴漬漁の落鰻
失政サンプル日本農業

なんきんはぜの紅葉蔭ゆく

ぢゆ

歳甲斐もあらずトルコに通ひつめ

熱気球世界記録に挑み立つ
愛の息吹を乳房にかけて

雪割酒の喉ごしのよさ

今宵の狭庭虫の楽園

鈴木春山洞

大橋桁を撫づる春風

ゥ秋晴る易八社詣りの杖軽く

松永静雨

城へ登りの裏径はあり

可
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渦潮も霞み島山初霞

胸のときめき隠す顔つき
よみがへる江戸の昔ぞ乾門

居

芋炊きのとろりとろりと窓の月

あこもいや此虚も駄目よと駄々をこれ

ユニセフ大使とよトットチャン

未練気もなく巣立ちゆく烏

かな

アフリカの蠣娼愛し椰子の月

筍

杖

昭和五十九年二月十九日首尾紗・道後〃梅之家″

海水着きたままで居眠り
﹁少年よ大志を抱け﹂博士の碑

月

洞
雨

裸馬群れ高原疾駆

病忘れてのどかなりける

花の雲石手の塔に伊佐爾波に

雨洞月杖筍可居泉楊雨洞月杖筍可居楊泉

松永静雨捌

療養の身をかこつ此の頃

ナォ長閖なる御詠歌つねに流れゐて

銀婚迎ふ美智子妃殿下

口紅をくっきり塗りて華かに

狐の罠はまたも空っぽ

前原四月
松永紫星

ナゥ住みかはり住みかはりても故郷思ふ

宿坊に月待つ人等たむろして
簗の仕掛けの秘伝あれこれ

声をかけ合ふボーイスカウト

底しれぬ鐘乳洞は無気味なる

胎
う
紫

大盛りに母御自慢のちらし寿司

杖千絹杖美千光弥杖満四紫千絹光紫子美

津

八松山・松山連句教室ｖ

歌仙﹃満開の花﹄

満開の花に降りつむ雪を見き
巣立ち烏おぽつかなげに鳴き交し

陽を受けて軒の氷柱の光り初め

標も古りし山の三叉路

高智美智恵

松永静雨
井上弥生
松田絹恵
桑原光子

枝もたわわに林檎鈴なり

高々と張りめぐらせる万国旗

衿かき合はせつまむ草餅
猿酒と云ふはまことか今日の月

杉山美満子

玩具売る店虫を売る店

名人戦は半目の勝

弥

ゥ大輪の菊白ければ癒えしとも

奇縁悪縁くされ縁なり

絹

賭金をとうとう妻に見つけられ
歌舞伎座のこけらおとしの名演技

弥

蹄岬亜粁地蓉型朋十杜肥露舩・松山市民会館

霞の中へ消えるＳＬ

舟おろしする浜の賑はひ
花守として幾年を夢のごと

免田事件もやっと落着

涼風うけて帰る川筋

光

絹

美

四

″

河鹿笛透れば月も揺るるかに

高千穂峡は神の里なる

スケッチに家族がつづる紀行文

李朝白磁の壺はこれかよ
桜湯を頂く土間はうす暗く

手桶の中にうごく蛤
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千

御

神
尾

清
水

奈落にひびく拍子木の音

ナォ新しきビルうららかに水着ショウ

骨牌を捌く奥飛騨の宿

白鷺を舞ひつぐ血染め扇にて

水害写真案山子傾く

錆鮎のさびあはあはと風の中

山
地

子峰翁雀舂翁春翁ノノ雀ノノ子雀翁雀子峰筆

八東京・摩天楼連句会ｖ

脇起歌仙﹁ガラスの靴﹄
星野石雀捌

星野石

バツジかへせばダンスのプロよ

小女郎と名のある酒に月映す

執

春
眠

子

万歳の春をさし出す扇かな
竹馬の子の行きつ戻りつ
桜岡素
一柳吐

手配師の苦み走った男振り
誘ひ電話をかけ黒子描く

布畦へ行って神輿担がう

カラオケで町内仲間鉢合はせ

暮れる川面に銀の漣

ナゥ抽選の外れて溜る化粧瓶

瓦斯燈の灯に粉雪の石畳
夢二の店は今混んでをり

酪駝の列の揺れる海市よ

花散ってガラスの靴の舞踏会

昭和六十年一月四日首尾鯵・自賛亭
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葉牡丹の渦より夜の精顕ちて

坂を隔ててまた月の坂

酒井鱒

堰の水溢れんとして黄鵲搗

酒一壺据ゑ濡縁の秋

ヴ立膝の羅漢背にして夫婦なる

いづれ男かいづれ女か

点滴で生きながらへて厄払
葉巻に似たる飛行船浮く
レーガンへ経済白書刷り直す

ボール磨きの諺々として

昼の月包丁いつぼん懐に
震災忌とて老の繰り言

金網に羽毛吹かるる薄紅葉
巡航ミサイル誤って墜っ

立ち話耳聲同士花万朶

陽炎踏んで猫踊りする

ノノ子翁峰雀翁子峰翁子翁峰翁峰峰子雀直

ナォ陸奥の小猫の尻尾折れ曲がり

馬追い唄か長い練習

田

洋太葉真善洋葉真太葉真太善女真洋太善

八東京・谷中連句会ｖ

歌仙星三三日﹄

賜わりし命明けゆく初の富士

咳止め薬ポケットに秘め

少年の夢は大洋帆船へ

石関善治郎

限りなく終りへつづく昭和にて

宮下太郎捌

灰色の空静まれり雪三日
宮下太郎
池田葉子

そろりノ︑と孫の這いノ︑

鶴

昭和五十九年一月二十一日首尾舩・朝倉彫塑館

見知らぬ烏が飛びてくる春

散る花に振袖かざす白き腕

一直線に廊下拭きゆく

門跡の筆あとにじむ文のこり

踊り終った村へ台風

ナゥむらさきの少し濃いめの優雅菊

芋と藷煮て友達が来て

何でも経験トライアングル
はっきりと兎跳ねいる望の月

七福神へ詣るたのしみ

ほのかに湯気の立てる泉水
行商も綿入れ新調したらしく
安江真砂女

必ず求む谷中煎餅

ママとしか呼ばれなくなり酔うてみる

枕から月に挨拶豪気なり

太

真

田中洋子
姜巨

葉

姜巨

洋

宣く

太

姜口

姜ロ

葉
葉
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葉

朱泥の鉢の素心秋藺

ワニ人して歩く山の辺露しとど

指先からむ岩室の中

信号に化粧を直すくせできて

女性人口低い香港

朝粥をたっぷり夜は犬料理

河悠々と鍋流れゆく

原爆のおちたる街の油蝉
団扇片手にフルムーンとは
まだ不惑養毛剤を買う買わず
ミックジャガーはまたシャシ脱いだ

暮れてから花しんしんと冷えて咲き

甘茶をしこむ寺の若嫁

山

八横浜・瑠沙連句会ｖ

歌仙﹃賑
﹃梅見酒﹄
土屋実郎捌

小張昭一

土屋実郎
加川のぼる

霞の空へ聟り立っ塔
梅村ただし

老鼠堂住みしはこ愛か梅見酒

晴着のめだつ午後の賑やか

ナォ揚雲雀おせんの茶屋に客ありて葉

囲碁を手談と称す中国郎
盲聾の人を導き二十年葉

遠くて近き縁さまか︑
公
隣にはシャネル五番の坐りくる羊
土産に渡す言訳の菓子

言問の橋を越ゆれば長命寺葉
習ひ覚えしカラオケの唄二

ふるさとは赤城榛名をにしひがし子

昭和六十年二月十七日首尾
鯵・芝増上寺会館菊の間

花の雲安針塚もガイドする郎

パラボラ笑ふ山の頂公
科学万博日永楽しき羊

冬帽の双子に乳房ふくませてニ

焚火囲みて海女の語らひし

ナゥ連衆に古参新参なかりけり

まためぐり来し秋の寮祭る

十六夜月に逝きし提督司

泉桜葉

柿喰って鐘に聰き入る宿の縁羊

″

石井昭二

五十嵐荘司

保坂木羊
戸谷是公
飯塚麓子

入学期子等のさゴめきはるかにて

昼の月古碑のほとりに鹿寄り来

水澄む里に鯉の群れゐる
〃凶作の往時を語る老貢首
枝豆高く皿に盛りくる
金婚の記念南の国へ翔ち
ドル高冷めし今朝の新聞

ハワイ乙女のレイとくちづけ
強すぎて憎まれてゐる相撲取り
人の世のなさけ納豆よくはけて

し

公

婆の背中に照れる冬月
千曲川光りて見ゆる峠道

子

羊

司

葉

めったやたらに狂犬の吠え

花吹雪払ひかねたる肩の先
弓弦鳴らし春の気を裂く
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八京都・落柿舎連句会ｌその一Ｖ

脇起歌仙﹃稲妻や﹂

稲妻や人形原のたま呼ばひ

雲切れし視界広かり北空路

絵筆に生きてなんの悔なし

ナォ噂りの一際高き雨上り
炭崎博捌

駆け抜ける夕立玻璃戸打た易き

こつそり包む蛇の衣

受付嬢と交はす雑談

向井去来翁

炭崎博

菓子に毒入れて犯人噺笑ふ

見えぬ絆に結ばれし仲

西玉枝

草野二烏

葛開けば古文書の束

墨は磨りかけ菱は出たまシ

約束の刻を違はず鳴る電話

東風にそびゆる十字架の塔

小夜更けて波紋にゆるシ花篝り

眉あどけなし牛
若の像
とも

ナゥタクシーを拾ひそびれてうそ寒し

備前の壷に慎ましき菊

ためらひもなき棟方の文字

珍しく銭湯道で旧友と会ふ

久方の茶事を楽しむ十三夜

博

足利芳子
吉岡定子
柴原雅子
渡辺允子
河田寿子
烏

昭和五十九年十月十六日首尾舩・次庵

枝
栄

蓉

︷疋

芳
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何かありそな輪ばかりの月
土間の奥虫鳴き細る暗がりに

沖本美智栄

辻本蓉子

脇本陣の釣り忍揺る

水郷を田舟が続く南風の中

優しさ今も忘れ得ぬ君

ワ徒然に読みあかしたる三冊子

星空にブレスレットの肌触り

セーラー服の若さ眩しき
小半日羅漢を尋ね寺訪ね
疑惑の人の噂どうした

桂川一級河川冬の月

寒梅ほころぶ里の鄙びし
広々と裸灯ともる集会所
聞き覚えある靴り懐し
宮静か宴のあとの花吹雪
細流の田に日射し暖か

栄蓉枝烏寿允雅定芳允寿栄蓉枝烏芳博雅

八京都・落柿舎連句会その二Ｍ

脇起歌仙﹃独り寝も﹄
炭崎博捌

明日は何処まで帆まかせの船

ナォ麗かに墨の香りの夕まぐれ

冬凪の橋杭岩の影揺る皇
小さな床の山茶花の白

ふと気がかりに電話してみる

俳譜の座に食通のひとりゐて

炭崎博

ダンスが縁の恋のはなやぎ

アドバルーン難はるかに空高く

向井去来翁

幼なき子らの手毬つく唄
草野二烏

独り寝もよき宿とらん初子の日

西玉枝

ペァルックの赤き林檎の胸模様

蓉
︷疋

昭和五十九年十一月二十七日首尾膝・次庵

青きを踏みてたどる人生

夜話に更けゆく京の花篝

艶美しきしずく納豆

思ひ出の写真手にしていつまでも

匂ひ袋の抽出深く

ナゥ爽やかに句集に適ふ濃紫

古町の月にやさしき母の顔
鶏頭色を変へず枯れけり

雨煙る中細る灯

発車ベル別れはいつもむなしくて

春寒にかほそき声の猫ならん
嫁菜つみノ︑何をつぶやく
辻本蓉子
吉岡定子
柴原雅子
渡辺允子
河田寿子

沖本美智栄

土産を選ぶ日帰りの旅

博

千羽鵺折る白魚の指

怪人と名乗り世間を騒がして

烏

湖西寂ぴゆく紅葉旦っ散る
朝の湯の玻璃戸に近く赤蜻蛉

雅
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浮城にか蛍りはじめし朧月

蓋をあければ浦島が煙

枝

ゥ顔そろひ話もたのし食たのし
おくれ毛上げる仕草愛しき

再会を約して辞せし月の門

茶筌ひそかに雅び一つ刻
花吹雪中に頭巾の地蔵尊

允

栄

嵯峨野の道の暖かきころ

蓉定雅允栄枝烏寿允寿蓉定雅栄枝烏博寿

八大阪・連句愛好会ｌその一︵彩友会︶ｖ

歌仙﹃霧の海﹄
霧の海沖よりの音魚目覚む

漁火一ついかつりの船
能登岬越山の空月待ちて

礁渡りて帰る釣人

柴崎正寿郎捌

ナォ潮騒を聞きっシなごむ春の宴

浴後の酒に活けづくりあり

うす墨で描きしごとく島昏れて

めづらに見ゆる加賀の白山

しばしの刻を憩う萩の屋

手をとりていざみにゆかな磯の波

傘のないま蚤に秋灯ともりけり

柴崎正寿郎

高森奎舟

武

幼馴染の指きりげんまん
片空に白く残れる冬の月

人待つベンチ風も身にしむ
青みかんむけば匂いぬ人恋し

磯部武

奎

正

奎

警笛ひヌくあすなるの道

帰心ふとわく出稼ぎの街

妻とふたりで陽をぬくみおり
ナゥあやとりの思い出遠き縁側に

カッフェの卓にそよぐ春風

昭和五十九年九月十九日首尾

齢・氷見市魚眠洞ホテル
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半島を吹き抜ける風胄嵐
ゥ悲恋秘め野末に傾しぐ石仏

武

正

凍てしまシ陽は沈みゆく雑木山

奎

霜柱ふむ夢の通い路

窯場のけむり二山にみゆ

マロニエの並木芽ぶきぬ異国かな
正

無人の駅に咲けるはまなす

君が胸花一輪を残し去る

武

春を惜めり一日の友

奎

田子の藤水にうつりて旅なかば
うららかや立山うかぶ奈古の海

武

正

奎

武

正

海猫の声宿のテラスに
配膳に月光のさす夏座敷

振りて鳴らして買いし鉄鈴
かたかどの花ある像や家持郷
かげろうの中八十のおとめら

奎武正武奎正武正奎武奎正武奎正武奎正

岡本睦緒捌

制服ぬいで暖簾くぐりぬ

ナォ木の芽時身体のだるさ持ちあるく
とし

外国煙草税金を吸う

年齢かくし女将輸入のネックレス

再会の掌をかざす暖炉に

よりそいて肩にやさしきぼたん雪

思いがけなき人に見られて

熟年のはじらい知らずハントする

文富佳加義操佳義文鶴睦富加与文義鶴睦

八大阪・連句愛好会ｌその二︵爽睦会︶ｖ

﹃石見銀山﹂

イワミヤマ

田中藤吉
岡本睦緒
岩佐文子
西村義子
佐草佳子

車行き交う赤坂の夜

二枚目の舌で墓穴を掘っている

高原の夜ち蛍ろ鳴く宿

立杭にしばしつなぎて月見舟

さすらい

古きょき故里蓮華田にみちて

しきりに誘ふ鶯の声

小さき篭に商のもの

守谷加智子

行く春を惜しみて集う石見銀山

月まどか流離の詩口ずさむ

石原富野

石田操
睦

へのへの顔も人待つ風情

柳楽鶴丸

列車の窓に若芽萌えそむ

旅心綿雲ひとつふたつ三つ

ウタぐれの旧街道に案山子立つ

二人の歌にいらぬ五線譜

傘廻し恋の返事をしぶり居り

加

昭和六十年四月二十一日首尾船・太田市ひろた屋

切り髪軽し職をひく朝

散りぎわの花の姿やいさぎょし

若き女の鳴らす鬼灯

っ蚤がなき夫とわたしの銀の匙

義

三味の音きこゆ秋の温泉の町
ナゥ堀端の道コスモスの乱れ咲く

干支重ねても闇にまぶしき

操

舟木与根一

鵺

文

一戸田

佳

川風涼し蛍追い来て

上弦の月を残して花火果っ
赤茶けし士水害の爪のあと
政治貧困ブルけた畠まし

鳶が輪をかく城山の春

"

仙

若者の悲憤糠慨花の宴
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歌

八西宮・連句かつらぎｌその一Ｖ

古文書をあてずつぽうに読みあげて

煤竹天井七つ竈あり

ナォ南朝も北朝も夢冴返る
岡本春人捌

もてあます乳房もろ手にかき抱き

歌仙弄陞
﹃﹄
紅毎
梅の﹄

岡本舂人
関本正緒

出水の跡に並ぶ豪邸

村営のマイクロバスのお出迎へ

相合傘に心はづみて

真っ赤な嘘の独身貴族

紅梅のほころび賀名生旧皇居
春のいぶきのせせらぎの音

林由子

竹中九々生

ゆげむりを立てて山々笑ふらん
白寿の刀自にお菓子いただき

岡田水都子

にぎみたま荒みたま在す三輪の月

聰き上手話し上手に月更けて

鈴虫の籠胡瓜干からび

沢井山帰来

蜜柑豊作安値毎年

車井戸軋めば犬の吠えたてて

ゥ萩刈って箒淋しき昨日今日

岡下青穎

−IqO〃

竹山美代子

芋茎汁にてすます朝飯

ひれ酒の酔膝枕ほし

云はずとも妻何もかも弁へて

小倉星女

ポットのお湯を替ふる長き夜
ナゥ海越えて来て歌仙巻く狩の宿

雪の礫を背に投げつけ

由

突っ伏してひとり泣きゐる置炬燵

るりびたき来る春暁の池

ぼんぽりの花おぼろなりだらり帯

維盛郷の遺跡草萌ゆ

幼な名で呼び合ふ翁蝿にて
洞

来
穎
来
代

昭和五十九年三月十七日首尾
齢・奈良県・にしよしの荘

代

頼

鈴木春山洞

血圧二百越すと告げらる
月もよしみごとな鯉の洗膳なり

蚊やりくすべて対ふ碁仇
中東の戦乱止むと思はれず
地虫すぐ引っこみし料蛸
散る花に眉雪の僧のしづ心

卒業式の色紙短冊

由緒都生洞由都星都洞生由緒ノノ洞星洞生

八西宮・連句かつらぎｌその二Ｖ

あげ足をとる野党質問

ナォ風船の逃げてゆく空真青なり

何もかも値上げ値上げの年の暮

脇起歌仙﹃五六本﹄
岡本舂人捌

口はいやいや素振り好き好き
髪を振り乱し目尻をつりあげて

撮しもし撮されもしてあたたかに

モンパリを唄って今日は巴里祭
ョツトすいすい波をすべれり

姉女房は料理上手よ

酔へばすぐ足袋ぬぎ捨ててしまふ癖

幼ななじみが雪の国より

向井去来
岡本春人
小倉星女
今中雨花

五六本よりてしだるる柳かな

先着順にずらと並べり

竹中九々生

千体の仏に月の扉を開けて

萱の庵に初雁を聞く

ナゥ芋粥に遠き昔の物語

病み臥せる子に祈祷まじなひ
顔悪しといはるる神をまつる杜
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山むらさきにはしる春水
月光にてのひら白く踊りの輪

林由子
奥村勘甫
森田蓉子

薬で炊ぎし新米の味

ゥみちのくに単身赴任秋刀魚焼く

電話をしてもいつも留守なり

辻本義一

田村佳津子

恋うちあけし四月一日

一雨ごとにもの芽ぐんぐん

バレンタインのお返しホワイトデーのチョコ

ふてくされ故の朝寝をむさぼりて

岩井双葉女

昭和五十九年四月二十一日首尾
齢・洛西嵯峨野︑落柿舎次庵

汽車のろのろと山笑ふなり

花畳なす落柿舎に歌仙巻く

浅井緋沙子

松内絹女
蛭子幸二

シャム猫を追ふニッポンの猫
月涼し素人浄瑠璃かかるビラ

伸びに伸びたる夕顔の蔓

竹山美代子

蓉

十化

葉

べんがらのばったり床几嵯峨の町

法華太鼓の賑やかな列

花ふぶく剣戟の場のロケーション

お玉杓子は泥を蹴立てて

津生星代由一蓉葉代沙津絹生星二絹沙甫

蔭口のそしらばそしれ恋育ち

彼氏面長彼女丸ぽちゃ

ナォ猫の仔の雄雌みんな貰はれて
岡本春人捌

整形手術せねばよかった

預りし九官烏のしやべること

蛇尻尾まで穴にかくれぬ

秋晴れの山小屋布団干しつらね

ぬるまかげんの新茶よるしき

ロマンスカーのゆれにうとうと
土ふまず踏んでもらうて避暑の宿

辻本菫我一

鋤柄光子
岡本春人
増地正恵
竹中九々生

せせらぎの浮藻に月のつまづきて

障子貼りゐる留守の宮なり
ナゥタしぐれ安達ケ原の黒塚に

楠本玉江
安藤ぬい
左海延子
浅井緋沙子

昭和五十九年五月七日首尾齢・メゾン甲子園和室

美術館出て植木市見る

礁を越して白き春潮

過疎の地に畑打つ生計つづけつつ

前肢蹴って駒の勇める
小倉星女
清水幾湖
松内絹女
宇城清嵐

狛犬のしっとりぬれて花の雨
延
宙心
山風

惠い湖江一絹星一生い沙湖江光延嵐沙星

八西宮・連句かつらぎその三Ｖ

﹃夏蝶の﹄

新樹のさわぐ風の情けし

夏蝶の一花一花にとどまらず

紅柄格子もるる機音

陶楊に腰をおろして心地よく

よべの嵐に芭蕉破れし

月高くなってをり友酔ひしれて

金文字うかぶ般若心経

ゥ落柿舎の熟柿ぽたりと落ちにけり

髪の乱れをきっと噛みしめ

ちまちまとお菓子のやうな京料理
しっかりとマントの中に抱へられ

通天閣で焼芋を買ふ

寒月に夜警こつこつこつこつと

音痴なれども声のよろしき
開店の景気づけお手を拝借す

藤房垂るる塗りたての竈
引抜の衣裳の花の道成寺

光

絹

〆

仙

新入社員やつとなじめり
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歌

八西宮・連句かつらぎｌその四Ｖ

歌仙﹃小倉山﹄
小倉山新涼の雲流れけり
露じめりする藪の細道
月の出の簾を高く巻きあげて

紅花染の紙にひと筆

岡本春人捌

麻

岡本春人
小西須麻
小倉星女
二塚元子
一兀

高本時子

風呂敷包解きて凄みぬ

ナォどこまでも雌いてくるなり孕鹿

刺青の背の女郎蜘蛛うごめきて

幾日幾夜も帰したくなし

志ん生の酔つばらふふり笑はする

大名剥きに剥く甜瓜

かの小さき去来の墓は炎天下

律がけして蔵書曝せり

煎餅をポリノ︲︑入歯とは見えず

たれ

人気タレント留学の春
耳鳴りは老の音楽花疲れ

パンダ模様のパンジーの園

昭和五十九年八月十六日首尾
船・洛西嵯峨野︑丹波屋
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糸を引く目許こけしのほほゑめる

かまくらの口沓のごちやノ︑

ナゥ八甲田雪の行軍スクリーンに

埋火をかきおこしつつ涙して

岡田水都子

辻本義一

出水見舞をあちらこちらへ
十六夜も立待月も見ずじまひ
虫のすだきに序破急のあり

風邪寝の妻に炊ぐ白粥

いつもここから車渋滞

義

椎茸の菌を打ち込む二月尽
義

奥村勘甫

一兀

伊勢大和紀伊の国境篭渡し
十年越しの鍼の効き出す

林由子

パチンコ屋軍鑑マーチ昼も夜も

団扇も浴衣も藤間好みよ
銀の煙管は村田張りなり
大人の顎髻長くしごきつつ
御譲の鞄の皿に吸ひつく

″

時

鳰の巣の葭洩る月にあきらかに

花筏丹生の瀬波を越ゆるなり

由

都

雛のおすしは母の手作

星義麻ノノ都由星ノノ甫元麻時義元麻星麻時

ハ西宮・連句かつらぎＩその五Ｖ

万葉園をひとめぐりせん

ナォうづくまり毛づくろひする孕鹿

阿波野胄畝

忘られぬ故に国境踏みこえて

青い目のガールフレンド連れ帰省

脇起歌仙﹃日本の﹄

まつとうに生きて老人大学に

二塚元子
小西須麻

猫二十才人にすり寄る

岡本春人捌

日本の膳と定まる枯野かな

岡田水都子

動かぬ蟇と根くらべして
句碑のあたりにちちと笹鳴
石組の落葉の磑を手をとられ
民岡照子

月更けて蜑の木偶舞たかぶり来

落鮎ながら化粧塩せし

恨みつらみの写真引き裂く

何度にも分け食べる弁当

麻

愁を託し雛を流しぬ

背信の恋かくすよりあらはるる

小錦の突きに横綱やぶれたり

紋付烏の飛べば紋消ゆ

ナゥ神の留守そば焼酎を酌み交はし

山また山の高千穂の旅

小倉星女
岡本舂人
永井一子
奥村勘甫

花疲れ夕べの霞たなびきて

頬杖の窓亀の鳴く闇

昭和五十九年十月二十八日首尾膝・西脇︑西林寺
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ぽんのくぼ撫ぜて新発意そぞろ寒

連衆のひとしく待てる庵の月
名を成さんとて灯下親しむ
ゥ松の間に杉の間に紅葉簿紅葉

星

新米俵積み上げし堂

反魂香にいでませし君

都

別居妻季節のものを送りきて

一夜千両落つる吉原

都

甫

日生

一兀

″

繊月に鵜飼の篝たちそめて

夏座敷より宝生の熊野

石地蔵隠し十字を袈裟がけに

海峡こゆるいつぴきの蝶
家族みな音痴も音痴花の宴

床几半分濡れし春雨

照春星甫元照ノノ麻照都元照麻一元一照元

ハ新座・連句研究会その一Ｖ

月のしづくの垂るる縁先

底冷に心あそばすひとひかな
宇咲匁︑

阿片瓢

草間時

一︺歌仙﹃底冷﹂

蓑虫の父呼ぶ声のいづくより

師走を前の人のざわめき

腎臓手術せしと来信

アォブランデー目刺を焼いてチビチピと

語り合う葛城山のやさしさを

深さも深し炎昼の黙ダ

茶店のお茶に立ちし茶柱
枡形に大王松の散りゆける

引寄せて乳房に頭埋むらん

貢ぎ屋として貢ぎつづける

人死ぬたびにくれて行く秋

勃々と海鳴り高し北の港

せめてもの二夜の月を祀り愛で
かんたんの早なきそめにけり

アゥマラソンはソウル五輪へ引継がれ

押し流れいる河幅の雪

系図たどれば何とかの宮

金印の出でし島なり高からず

おのづから秘苑の花の錦なす

核にはあらぬ喜見城なり

昭和五十九年五月二日首尾齢・俳句文学館

−195

いつの間に来て町はずれなる
反物をひろげて見せる火桶にて
シャッターが下りまっくらな丸ノ内

見付の数と橋のかずかず
あたいの鍵を貸してあげるわ

逢ふ場所を決めかねている教授なり

第三の男の曲のもれる廊
旅の名残りの荷の積まれいる

切通し涼しき月が渡りつつ

幻聰ならず時烏今

結界を踏外したる魑魅現れし
戸を開けてやる猫のおしっこ

店賃をとりに来ている花の雨

隣りの家は修す其角忌

男郎彦男郎彦男郎彦男郎彦男郎彦男郎彦

郎男彦郎彦男郎男彦男郎彦男郎彦男郎彦

牡

京極杜藻捌

京極

ナォ絵踏寺今も残れる島の西
人には言へぬ胸の秘め事

横顔に女の性の憂ひ見っ
鋏の鈴を猫の鳴らしい

なつかしき木曽路の宿の掘炬燵

武骨男の茶をうまく立て

忘杜瓢忘杜瓢忘杜瓢忘杜瓢忘杜瓢忘杜瓢

ハ新座・連句研究会ｌその二Ｖ

歌仙﹃石一路﹄
石蕗の黄や老境進みつつも健
阿片瓢
今泉亡心

屋根の石漬物の石それぞれに
筆は枯れゐて作はなめらか
思はずの興に乗りたる謡の譜

外風呂沸かす豆殼の束

秋も梢農肌寒むとなる風の音

養魚渡世の二代目の月

ナゥ銀杏を拾ひくい独楽知らぬなり

良寛様にいろは教はり

性善の哲学をもつ淋しさよ
母の病のつづくいつまで
御神籔は大吉とあり花の宮

遠道選び雲雀鳴く土手

昭和五十八年十二月七日首
昭和五十九年六月十八日尾
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三寒四温今日も亦無為
外は風硝子戸の音時折に
丁字路多き城下町なり
夕月に鴫の猛りの険ならず
出来秋楽しひとり爪切る
ワ枝柿を藁に括りて宵らされ

登り窯にて紋瓦焼く

食攻めの長対陣に館普請
恋ほのぼのと鼓打つなり

冷房列車客行儀よく

眉目清き学僧文筥たづさへて
夏の月おぼろでもなきうす濁り

鶴の名多き国々の酒

江東に住居定めて年久し

雪が誘へば旅に漂ふ

花筏きびしき峡の道迫り
光るを見れば小鮎さ走る

忘瓢杜忘瓢杜忘瓢杜忘瓢杜忘瓢杜機郎藻

ナォ大嘘にうかとのりたる四月馬鹿

長期予報を電話にて聞く
窓越しにおかめ笹ある右隣
朱き車のとめ置かれたる

布団の中で乳房まさぐる

火遊びの噂となりしひとりもの

ペルシャ湾には波風の立つ

ガラス戸にしじまの時を牡丹雪

蛍伸瓢冬蛍伸瓢蛍冬伸瓢冬蛍伸冬瓢伸蛍

八新座・連句研究会ｌその三Ｖ

歌仙﹃梅白し﹄

重松楽︑

阿片瓢

阿片瓢郎捌

春の炬燵にこもるひと時
渡部伸

森下蛍

恋の句はおぼこにと師や梅白し

川水洗ふ岸の石垣

屋根越しに遠山脈の霞みゐて

広野貫ぬく一筋の川

このところ口腔乾く病にて

／〃

文化の日とて褒賞をうぐ

ざくるいちぢく狭庭よりとる

皓々と中天にある望の月

尽くるともなき老の繰言

ナゥ神仏を先づは祀らむ秋収め

温泉巡りの話持ち来る

組内は二倍五倍と家増して

故里はるか帰りゆく鶴

西東花の盛りを問ひ合はせ

昭和五十九年三月一日首
昭和五十九年七月十日尾
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鎚の音たしかめて打つ窓の月
秘めし昔をちらと洩らしぬ

ワ柚子味噌をなめつつ酒を酌みかはし

上海のフランス祖界かくれすみ
ギャング騒ぎに迅るパトカー

飲食店の多き裏町

うろうろとごみ箱あさる犬のゐて

終ひ風呂出て夏の月影

鼠捕る薬をパンに詰め置けり

形見なる母の紬を縫ひ直し

箒目渭き朝の境内

勧進帳の夢もかげるふ

花の冷瑞垣にある役者の名

冬瓢伸蛍冬瓢伸蛍冬瓢伸蛍冬瓢居子楊郎

八川崎・鹿吟舎その一Ｖ

歌仙尋化冷﹄

会話学校また一つ出来

＋す水槽の怪魚に似たる女いて

石組みに春の湿りや見附跡

今日は真直に御神火の立つ

裸足の走者軽き風舞う
明日葉の朝露踏む砂の浜

鈴木撫藺亭捌

花冷えや午後の駅舎の薄広く
鈴木撫藺亭

蜜柑積もうか寶の川原

独りいて寒さは白い呼気吸気

シャーレの種の小さき小さき芽

床しき名残して雪之丞変化

朱牟田恵洲

ざわめき来る遠足の子等
坂口暗吾

池霧錐
五口

洲

湖を眼下に紅葉焚く酒

まん丸のげにまん丸の月の盆

桜井蹴

吉原涕
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仏生会塔の裾まで麦青み
工場移転の噂とりどり
市中と覚えぬほどに月澄みて

緩み加減の下駄の一刻

ゥ咽喉もとの言葉をまたも呑み下し

推

藺

藺

十ゥ時測る機械はすべて失せはてて
唯

五口

九尺二間の朝顔の蔓

夫婦茶碗のこれは片割れ
甘酒の熱きに耳を掴みけり
ひとしきり降りける後の鰯雲

野崎参りの舟うららかに

可笑しく哀しチャプリンの髭
そよ風につれて田螺の土堤歩き

昭和五十九年四月七日首尾
齢・多摩センター碓々居︵撫藺亭宅︶

花の橋潜りくぐりて行く春や
習った唱歌ためすハモニカ

洲

洲

藺

唯

藺

五口

雄

忠信は月の武蔵の江戸育ち
さてどんじりは駅前の店

追っ手はまんまとやり過しけり

迷うにも迷う術なき小さき町

猫を捜して有線放送

讓謎として花守の高の村
中将湯を今に売りおり

石錐藺鶯洲吾唯洲鶯洲吾唯藺篁石堆洲吾

枯﹄

坂口暗吾捌

吉原涕鶯
坂口暗吾
黒崎桃雛

池鬚雄

ナォ山車神輿女だてらの足袋はだし

チリ紙交換今日はサービス

ボトルキープの薩摩白波
貿易の黒字も癌も要するに
かすみ

朽ちし霞網を納屋に見出す

秋澄んで遠山一歩寄る如し

古い判．を庭に埋めて

このあたり耶馬台国てふ説もあり

時々河へ向うつばくら

口呑みに薬罐の水や柿若葉

身ぶりで値切る駅者の追銭

月の出は大ピラミッドのむこうから

蹴

石藺雛洲唯鶯簾洲吾唯篦離藺唯洲吾離唯

ハ川崎・鹿吟舎ｌその二Ｖ

歌仙﹃冬﹃

陽溜り選って白髪切干

枯れ落ちてはじめて太き樺かな

散歩は犬に任す道順

ＳＰのイヴ・モンタンも聞き飽きて

鈴木撫藺亭

唯

〆〆

朱牟田恵洲
藺

ことさら白きマネキンの肌

ナヴ酔うほどに師走の街の人増えて
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魚を焼く煙の丈や三日月

洲

つわぷき

譲

小猫の声の何処ともなく

シャッターの余韻尾を曳く地下二階

ここが勝負と飛車捨てにけり
ゥ時ならぬ雷とばしるや石の上

オーデコロンをまた変えてみる

あの棄吾を佃煮にしよう
物指を孫の手にして五十肩

鶯

昭和五十九年十二月一日首尾齢・鷺沼・〃いずみ

五臓六腋を鯉の吹き抜け

かにかくに長屋の花見果てにけり

藺

藺

鶯

洲

推

離

五口

招かれて園遊会の秋の朝
と
別れ話は他ひ人
に頼んで

鵯集団が鳴き立てている
大学を抜けて湯島へ昼の月

奥歯に砕く仁丹の粒

霧の夜をパイカル号の客となり

花の坂機嫌直して行く幼女
飛んで縫れて黄の蝶ニッ

桜
井

石につまずき拾う宝石

ナォ誘われて壬生念仏に連れ立てば

夢を食う模を食べたらどうなるの

鏡冬陽楊久秀喜久歩祥子鏡喜昭久筈冬喜

八本庄・若泉連句会ｖ

宇咲冬男捌

羽衣被り天上界へ

隣のばぱに夜ぱいする爺

ＵＦＯはむかしむかしもふい襲う

敏

斉藤八千代

一

宇咲冬男

中沢喜代子

沢赤

横田祥子

北の故郷へ涙おりおり

羅を尻はしょりしてエッサッサー
えんどそらまめささげになすび
ざんぎりが手でぶつちぎる合宿所

八
須

歌仙﹃街五月﹄
街五月川も池も水溢れしめ

楓若葉にきらめける道
学び舎の混声合唱昂りて
額に書かれし雅心渭心
中島秀樹
船戸鏡聖

−200−

香を焚き風炉を名残りて望の夜

瓜坊ばさとわなにかかりし

ふりむけば萩のこぼるる十三夜

会うて嬉しき詩友の微笑み
連句とう楽しみ広む本出でて

とも

ナゥ少年のひそかに愛でし竜田姫

うりぼう

祥

″

堀口久枝
鏡

秋の金魚のしずまっている
ワ病む友をはるばる尋ね冬隣

ラグビーボールころげこんだり

熱きおもいを問わず語りに
肩寄せて新宿御苑歩もそぞろ

水島治平

こころはるばるわたる初虹

にわ・か高まる郊の噂り
延々と桜並木に花満てる

秀

酒得利を割りし神主

鏡

女
渕

蹄輌型粁いま極朋二廿二印雷舩・埼玉県本庄市立図書館

祥

洞穴の奥の狐が化けて出て

芸術祭の褒賞の沙汰

有明のしらじらと置く武将像

一旦宮

横山害々子

川田昭夫

戸谷清

濫棲の町の果てに涛寄す

身に沁むる禍福あざなう白葉女

春蚕飼うのは道楽になり

一山を越え一望の花錦

黒新
沢井

谷中連句会

代表者宮下太郎

師系一小笠原樹々
Rl O423‑747002

珸沙連句会

会員‑8名

代表者土屋実郎

師系一清水瓢左
045843‑8059

落柿舎連句会

連絡先−206多摩市一ノ宮250‑17宮下方

連絡先一横浜市港南区上永谷3‑20‑34

1bl

会員11名

代表者奥西

保

連絡先−616京都市右京区嵯峨小倉山落柿舎m075‑881‑1953
会員−9名

連句愛好会

代表者柴崎正寿郎

連絡先‑618大阪府三島郡島本町水無瀬2‑9‑15
075‑9612792

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

連絡先−663西宮市二見町14‑231

岡本春人Tbl O798‑67‑6051

連句研究会

会員‑300名

代表者阿片瓢郎

師系松根東洋城・野村喜舟
阿片方唖1 0424‑73‑8714

鹿

吟

1bl

会員‑30名

連絡先−352新座市石神1‑5‑9
会員‑300名以上

舎

連絡先‑213川崎市宮前区土橋6‑15‑1‑A214池央歌方
､

TblO448558546

若泉連句会

代表者川田章夫

師系宇咲冬男

連絡先−367本庄市柏1‑5‑10

049524‑603()

会員18名
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El

花野連句会

代表者小出

きよみ

師系根津芦文･東明雅

連絡先390松本市筑摩東2419小出方

El O263255136

11名

はらい

かわ

祓

川

会員

代表者島津百壺庵

師系一鈴木春山洞
0899‑51‑2669

連絡先一松山市祓川2

6‑22

1El

会員15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
TEI O899510064

東松山連句会

連絡先‑791松山市三津l
会員‑106名

代表者菫松冬楊

師系阿片瓢郎・永田黙泉
TE1 0899‑75‑1461

松

喜

久会

会員

連絡先79102松山市平井町1508
9名

代表者岩崎利一

師系一阿片瓢郎
03‑571‑0319

松山連句会

連絡先‑104中央区銀座6

代表者永田黙泉

永田方唖1 0899‑77‑0015

連絡先79101松山市溝辺町1009
会員‑15名

代表者松永静雨

師系宇田零雨
0899438496

麿天楼連句会

9‑4岩崎方Tbl

会員‑5名

師系一星加帯木・富田狸通

松山連句教室

3 13鈴木方

連絡先‑790松山市北藤原町6‑6

TE1

会員‑10名

代表者星野石雀

師系一野村牛耳

連絡先‑152江戸川区東小岩6 3312秀和l

ジ611星野方児lO36586711

43−

会員

6名

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Tbl O3‑3334880
会員35名

南海放送学苑連句教室

黙泉

代表者永田

連絡先791‑01松山市溝辺町1009

師系一星加帯木・富田狸通

会員40名

永田方1bl 0899‑77‑0015

猫

蓑

代表者東

明雅

連絡先‑113文京区湯島3‑39 2秋元正江方唖1 03831‑7004
会員‑37名

俳諸寺芭蕉舎

代表者窪田

薫

連絡先‑060札幌市中央区北6条西23丁目窪田方
011631‑4()09

白燕連句会

佐野方

白桃連句会

間石
連絡先‑65O神戸市中央区海岸通3丁目1‑16

会員‑20名

代表者斎

師系一宮下太郎
Tbl O563‑59‑8311

芭蕉記念館連句会

会員‑30名

代表者橋

師系一寺崎方堂

藤吾朗
連絡先‑44402西尾市上矢田町郷後28斎藤方
会員

8名

代表者松本

健

師系一宇咲冬男

連絡先‑135江東区白河1

rl 03‑641‑2529

会員20名

八戸俳諸倶楽部

Tbl

7 18206松本方

代表者関川竹四

連絡先‑031八戸市湊町上の山55 2関川方Tbl O178333432
会員‑58名
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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

宮坂方唖l O263‑57‑2461

会員‑40名

鈴連句会

代表者鈴木香歩

連絡先−165中野区鷺宮1 16‑13nl O3‑999‑4663

埣

啄

会

三郎

代表者森

師系一石沢無腸
TblO48581‑0077

第六天連句会

会員‑20名

連絡先‑36912埼玉県大里郡寄居町982森方
会員‑10名

代表者今泉準一

師系上甲平谷・清水瓢左

今泉方唖1 0473‑34‑4944

多摩連句会

連絡先−273船橋市本中山2‑2‑20

会員‑15名

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250‑17宮下方

Tbl O423‑747002

想

丹

代表者秋山正明

連絡先661尼崎市塚口町1‑22‑1.‑207秋山方 ′Ibl O6‑421‑1606
会員‑10名

東京義仲寺連句会

代表者高藤馬山人

師系一野村牛耳

連絡先−182調布市上石原2‑27‑9川野蓼艸

方Tbl O424‑85‑5480

桃

林

会代表者宮崎明月女
師系一太白堂桃隣･太白堂桃旭

連絡先‑171豊島区池袋2‑1066

今村ゆき

会員40名

Tbl O3‑984‑79()6
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慈

眼

舎

代表者三好龍肝

師系清水瓠左

03‑4248841

獅

子

門

代表者沢

師系一各務支考

連絡先‑154世田谷区下馬5‑35 3‑103

会員‑12名

田芦月

連絡先‑501‑11岐阜市黒野古市場193国島方
会員‑100名

Tel O582‑39‑0037

渋

柿

1el

代表者徳永山冬子

師系一松根東洋城・野村喜舟

連絡先‑160新宿区高田馬場4

‐32‑21松岡方1bl O3‑368‑0985

蛇も蚊も連句会

代表者小枝秀穗女

師系一中村俊定
イツ418

秋紅雅友連

連絡先‑23O横浜市鶴見区岸谷4‑2525岸谷ハ

TE1 045583‑4080

会員10名

代表者大野秋紅

連絡先−446安城市里町荒井31大野方唖10566‑978083

会員

−9名

湘南吟社

代表者清

師系一根津芦丈

水瓢左

連絡先−248鎌倉市七里ケ浜東2−26−4清水方
会員‑16名

TEI O46731‑5704

正

風

代表者美

師系一寺崎方堂

濃豊月

連絡先‑520大津市秋葉台35‑9正風発行所

1bl O77525‑9159

正風大府支部

会員‑100名

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

方陀10562‑92‑4511

会員‑25名
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〈のいち連句会

代表者

暉峻桐雨

連絡先‑1()1 千代田区内神田2‑12‑5内山回漕店方礎l
032522941

小松連句研究会

会員−7名

代表者今井新月

師系一松根東洋城・阿片瓢郎・鈴木春山洞
県周桑郡小松町一本松唖1 089872‑4661

柴門連句会

連絡先‑23O横浜市鶴見区寺谷1

方TEl O45‑572‑2728

札幌かつらぎ連句会

4木村

会員22名

連絡先−063札幌市西区発寒10条4−6−l

佐々木方礎l O11‑661‑1854

会

4

代表者久保田一九

師系一岡本春人

如

会員−8名

代表者木村葉山

師系一宇田零雨

三

連絡先799‑11愛媛

会員‑6名

世話係渡部伸居

連絡先‑791‑02松山市小野町15渡部伸居唖l O899‑75‑1532
会員−6名

三冊子研究会

鹿

の

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

Tbl O888‑72‑7081

会員

会

15名

代表者阿片瓢郎

師系一松根東洋城・野村喜舟
阿片方唖1 0424‑73‑8714

鴫立庵連句会

連絡先−352新座市石神1‑5‑9
会員‑40名

代表者鈴木信孝

師系山路閑古

連絡先255神奈川県中郡大磯町東町3‑10‑40

鈴木信孝方Tbl O463‑61‑0451
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会員‑4名

義仲寺連句会

代表者岡本舂人

師系一斉藤石嬰
0775‑23‑2811

きび連句会

連絡先−520大津市馬場l‑5‑12義仲寺1bl
会員

15名

代表者小寺古鏡

師系一三好龍肝・片山多迦夫
1131小寺方1bl 0864‑73‑0723

岐阜高校連句会

師系一各務舩菟

心

会

連絡先‑50()岐阜市元住町20佐口方腱l
会員−8名

代表者渡部伸居

師系一野村喜舟
0899751532

句華苑吟社

会員‑7名

代表者佐口修一

O58262‑8462

錦

連絡先‑711倉敷市児島阿津2

連絡先791‑02松山市小野町15渡部方Tbl
会員‑10名

代表者吉本三蔓

連絡先−328栃木市室町1‑13吉本画廊内Tbl O282‑23‑3665

会員7名

菫
■■■■

茎

代表者宇田零雨

師系一藤井紫影
03321‑0420

草茎松山支部

代表者吉

師系宇田零雨

連絡先‑156世田谷区代田4 6‑14宇田方1bl
会員‑300名

岡吐月

連絡先−790松山市此花町6−15寺岡方Ⅲ

0899‑43‑0888

葛ケ谷会

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

rl O3‑951‑2130

会員−7名

38−

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1bl
0798‑41‑0837

金石公民館俳話研究会

代表者清水九璋

連絡先‑920‑03金沢市金石西4‑1‑14蔵たか子方唖l
0762‑67‑0909

金沢連句会

代表者山

会員‑29名

本千佳

連絡先‑902金沢市本多町1‑2‑33山本方

師系一岡本舂人
会員40名

かびれ連句会

代表者小松崎爽胄

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

社距l O29421 1341

夏炉の会

会員‑19名

代表者高橋柿花

連絡先一高知市曙町1‑28‑35高橋歯科内

'IblO88844‑0409

会

員‑20名

神田義仲寺連句会婦人の集い
師系一斎藤石嬰

代表者高橋微代
連絡先−336浦和市大谷口981‑6高橋微代方

魁0488‑85‑1668

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
北区役所課税課(平山気付)

連絡先‑114北区王子本町1‑1522
Tbl O3‑908‑1111 (内線308)

会員−8名

義仲寺横浜戸塚連句会代表者八木荘一
連絡先−245横浜市戸塚区深谷町671八木方砲045‑851‑1655
会員‑17名
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伊豆芭蕉堂連句会
代表者石渡蒼水
師系一斎藤石里
連絡先‑414伊東市弥生町3‑2石渡方Tel
O557‑37‑1831

茨

の

会

会員‑1()名

代表者近松寿子

連絡先−567茨木市北春日丘2 13‑7近松方恥l ()726‑23‑8817
会員

奥美濃連句会

11名

代表者水野

隆

連絡先‑501‑42岐阜県郡上郡八幡町新町929おもだかや砲
05756‑5‑3332

会員‑13名

おぷせ

小布施連句会

代表者稲田美恵子

師系一三好龍肝
nl O262‑474580

香保里会

連絡先‑381‑02長野県上高井郡小布施町中町
会員‑10名

代表者野口里

師系一野村喜舟

連絡先

井

203東久留米市ひばりが丘団地28‑1

金田方唖1 0424‑61‑0603

佳

菊

会

代表者森

会員−7名

月鼠

連絡先43131浜松市半田町68森方m053434‑3711

会員

‑40名

風

の

巷

代表者守口津夜子

師系一松根東洋城・阿片瓢部・鈴木春山洞
市壬生川191‑7

花

泉

会

rl O8986‑4‑2634

連絡先‑799‑13東予

会員‑12名

代表者馬嶋春樹

師系一伊藤月草

連絡先‑350‑12埼玉県日高町台551‑3

8）馬嶋方唖1 04298‑2‑0234
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会員‑50名

(36の

’ 全国連句グループ概況
青葉連句会

代表者木

付葉山

師系一宇田零雨

連絡先107港区赤坂48‑15紅仙ビル同人社

1bl O3‑4024121

会員‑11名

青葉城連句会

代表者小野寺妙子

員

あした連句会

今云

連絡先‑980仙台市梅田町4 28小野寺方睦1 022233‑0693
7名

代表者字咲冬男

師系藤井紫影．宇田零雨
連絡先‑114北区豊島4‑16‑34
′Ibl O3‑927 1022
会員‑50名

王子ビユーハイツ403号

あしべ俳諸塾

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TE1 072758‑3198

梓川連句会

会員

6名

代表者田多井みすぎ

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1bl O26378‑3808.

あらくさ連句会

会員‑25名

代表者草間時彦

連絡先249逗子市桜山l 6‑16草間方Tbl ()46871‑5935

市ケ谷連句会

代表者伴野溪水

師系一松根東洋城・小笠原樹々
2‑5‑23

市川俳譜教室

1bl O3‑260‑6750

代表者今泉宇

師系一藤井紫影･宇田零雨
ビル

Tbl O473‑22‑4214
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連絡先‑162新宿区市谷加賀町
会員‑10名

涯

連絡先272市川市市川1‑8‑1今泉
会員

25名

全国連句グループ概況

｜

◆編集後記◆

昭和六十年九月二十五日発行

昭和六十年九月二十日印刷

◇全国の連句グループ︑全連衆の連句に賭けるご熱意とご協
力により︑充実した年鑑妬を送ることが出来た︒ご同慶にた
えない︒

定価一︑五○○円

編集人代表今泉宇涯

昭和六十年版連句年鑑

◇作品一五○篇︵昨年度一三五篇︶︑参加グループ七七︵昨年

度六二︶を数え︑量的にも大きな前進を示した︑が同時に質
的向上をも示していると思う︒

◇評論五篇は︑論者五氏の労作であり︑古人の俳譜論又は俳
や怒りを詠っても他者が受止めて希望と救済が見えてくる︒
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郵便振替で送金して下さい︒
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譜形式を紹介して現代連句への考察に及んだ︒一論者は絶望
この不思議さの為に自分は連句に魅せられたと告白する︒他
の論者は︑誰の胸にも潜在する﹁何故連句するか﹂に明解な
◇連句懇話会賞選考は年々前進して来た︒

自答を与えた︒味読を願いたい︒

◇岡本富子氏入院のため︑実務の全てを松村武雄氏の肩に負
わせることとなった︒また︑カットは上谷昌憲氏を煩わした︒

記して深謝の意を表します︒八宇涯Ｖ

◇さしもの酷暑もやっと遠のいたこの頃である︒年のせいか︑
れての刊行︑ご容赦頂きたい︒

今夏の暑さにはしばしば編集の手を止めさせられた︒やや遅
◇﹁連句人名簿﹂の組みかたを思い切って変えてみた︒ぺｌジ
八編集委員ｌ今泉宇涯・松村武雄・岡本富子Ｖ

数の節約と読みやすさを考えてのことである︒八武雄Ｖ
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