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忘れられた
今昔霞漫歩

第五回連句懇話会實発表
選考感想⁝・⁝⁝

選考経過：⁝：：

ハ阿片瓢郎・今泉宇涯・大林杣平Ｖ

市ヶ谷連句会八伴野溪水捌ｗ
市川俳譜教室八文音Ｖ：・・．

奥美濃連句会八水野隆捌Ｖ

■や

﹁圭月︺風﹂

あした連句会

i､渋浅

あらくさ連句会

2

予選・各人各説抄︒

連句懇話会賞﹁団扇持つ﹂

﹁あぢさゐ一

佳作﹁花の神﹂

岐阜高校連句会⁝・・⁝⁝・・．

青葉連句会

﹁媛炉燃ゆ﹂

﹁日を溜めて一

﹁発春や﹂

B
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292624

3城3:33 ,

36
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昭和六十一年連句界の情勢
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陣
口狽

﹁立夏﹂
﹁覺替﹂
﹁曲り家﹂

青葉城連句会

4746 454

｜

″﹁望の月﹂

藍の華連句会
一︲年忘れ一

オJ

48

5］

52

41
42
19

雨1
口
面
作

﹁葭戸﹂・・・・・⁝

風の巷
﹁生老病死・生の巻﹂

花泉会
﹁生老病死・老の巻﹂

花一扇会
﹁春の夢﹂⁝⁝⁝

かつらぎ
﹁四季それぞれ﹂⁝⁝
﹁米寿とは﹂・・・⁝・・・

金石公民館俳話研究会

﹁紅梅﹂⁝⁝⁝
﹁小春﹂・・・・・・・・・

金沢連句会

﹁噴水﹂

木の会
﹁四十雀﹂
岐阜高校連句会

﹁降誕祭﹂

﹁田植﹂

錦心会

﹁郭公﹂
﹁春山﹂

草茎

﹁夏座敷﹂
﹁簾かけて﹂

﹁わが魂﹂
草茎松山支部

﹁風狂の﹂
﹁月雪花﹂

﹁茶畑﹂

葛ヶ谷会
くのいち連句会
﹁掃きよせて﹂

﹁春秋を﹂
﹁風薫る﹂

興聖寺連句会
郡山連句会

﹁風流の﹂

﹁紅花咲かせ﹂

柴門連句会

﹁秋晴や﹂

三如会

﹁パレットに﹂

三冊子研究会

﹁手を振りて﹂

﹁銀漢や﹂

﹁ルノアール﹂

鹿の会

﹁ルノアール﹂

﹁ルノアール﹂

﹁紫陽花﹂

﹁大寒﹂

﹁梅二月﹂

鴫立庵連句会

﹁屠蘇﹂

慈眼舎

﹁野に咲けば﹂

獅子門

﹁この道に﹂

﹁寒に入る﹂

﹁初時雨﹂

﹁ひとり居﹂

蛇も蚊も連句会

﹁虎落笛﹂

秋紅雅友連

lOI

﹁山茶花﹂⁝
市ヶ谷連句会
﹁梅雨晴間﹂⁝
﹁引越﹂・・・
﹁秋郊や﹂．：

市川俳話教室

﹁秋風の巾﹂⁝

﹁春の雲﹂⁝
﹁愈法記念の日﹂

﹁冬紅葉﹂⁝
伊豆芭蕉堂連句会

﹁落し水﹂⁝
﹁国語教室﹂⁝

﹁灯を消して﹂⁝⁝⁝

かぴれ連句会

﹁木の影﹂．．⁝・・・．

一慈悲心烏﹂・⁝：⁝

﹁寒ゆるむ﹂：⁝⁝．

﹁秋茄子や﹂⁝⁝⁝

歌留蓑連句会

夏炉の会
﹁爽かに﹂．．⁝⁝．

﹁爽かに﹂⁝⁝⁝
義仲寺婦人連句会

﹁とどろきを﹂

小松連句研究会

J

一次の今云

﹁一人旅﹂⁝
黄鐘連句会
﹁草笛の﹂・・・

奥美濃連句会
﹁方形の秋﹂・・・

﹁中年や﹂⁝

香保里会
﹁凡兆の雲﹂⁝

佳菊会
﹁山中や﹂⁝

﹁暖冬﹂⁝

﹁けふばかり﹂・・・・⁝・・

﹁あられきぐや﹂⁝⁝

義仲寺横浜戸塚連句会
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﹁如月や﹂⁝
﹁神近き﹂⁝

かすみ会
イ上

8685
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53
5554
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61
6362
64
65
6766
706968
弓1

﹁山笑ふ﹂⁝⁝⁝⁝⁝⁝
樹氷連句会
﹁北限の﹂：⁝⁝・・⁝：．：

湘南吟社
﹁一兀日﹂・⁝・⁝・⁝⁝・・・

﹁雪待つ﹂⁝⁝⁝⁝・⁝．．

正風大府支部
﹁若草﹂⁝：⁝⁝⁝：．︑
﹁涼しさや﹂：⁝⁝⁝・・・⁝．

すみれ連句会

埣啄会
﹁退院の単衣﹂・・・⁝．：．．⁝⁝．

・

﹁初句会﹂・︲・⁝︲⁝⁝⁝

染井の会
﹁七草﹂⁝⁝⁝・⁝・⁝．
第六天連句会
﹁クレーｌン﹂・・・︑・・・︒：．．・・・・

﹁貝塚の丘﹂・・⁝・⁝⁝⁝⁝
﹁枯木立﹂⁝・・：⁝・⁝⁝．

多摩連句会

﹁百草園﹂⁝⁝⁝⁝⁝⁝

丹想
﹁藷焼酎﹂⁝⁝⁝⁝・・・・：
﹁沖浪の﹂⁝⁝：⁝・・・・．：

東京義仲寺連句会芭蕉庵の会

﹁燕﹂⁝⁝⁝⁝・⁝・・
﹁梅の宴﹂⁝⁝⁝⁝⁝⁝

﹁走り梅雨﹂・・・・⁝・⁝・・⁝

東京義仲寺連句会水分の会
一雪女﹂⁝．．⁝・⁝．：

桃林会
﹁喜雨﹂・⁝・⁝⁝・⁝
﹁花おちて﹂⁝⁝⁝⁝⁝

都心連句会

﹁雲の峰﹂⁝⁝⁝⁝⁝
﹁しぐる弾や﹂⁝．．⁝⁝・⁝

﹁秋扇﹂⁝⁝⁝・・：：
﹁秋の蝶﹂⁝．．：⁝：⁝

南海放送学苑連句教室
﹁舟廊下﹂：：⁝⁝：⁝

猫蓑会

﹁落葉﹂．．・・・・⁝⁝⁝

﹁葱白く﹂・・・⁝⁝⁝⁝

﹁春雪﹂．：︒⁝︒：：．：

﹁冬館﹂⁝⁝⁝⁝⁝

﹁白魚や﹂⁝⁝⁝⁝⁝

俳譜寺芭蕉舎

﹁春浅き﹂⁝⁝⁝⁝⁝
白桃連句会
﹁マンハッタン﹂︲⁝⁝⁝・・

﹁芭蕉青葉﹂・・・・・・・・・⁝⁝

芭蕉記念館連句会

﹁初蝶に﹂︲⁝・・・・⁝⁝．

八戸俳譜倶楽部

﹁岳麓の風﹂・⁝：

花野連句会

﹁白菊﹂⁝⁝

祓川

﹁春の宵﹂⁝⁝
﹁冬の旅﹂：⁝．

芭流朱連句会
﹁白服にて﹂⁝⁝

﹁初夢﹂：．⁝
﹁年の湯﹂⁝⁝
﹁なつかしき五月﹂

東松山連句会
﹁冬木より﹂⁝⁝

﹁溪声﹂⁝⁝
﹁白梅﹂・⁝：
白燕連句会

﹁梅咲いて﹂・・⁝・

﹁秋の水﹂⁝⁝
﹁田螺和え﹂・⁝．︑

風信子の会
﹁辻のオルガン﹂⁝

﹁神の手の﹂⁝⁝
﹁朴咲きて﹂⁝⁝

松喜久会
松山連句会

﹁天草取﹂⁝⁝

﹁初詣﹂⁝⁝

﹁名月﹂

松山連句教室

﹁ふる里﹂
﹁土筆野﹂

﹁初桜﹂

摩天楼連句会

璃沙連句会

﹁立冬の雨﹂

﹁白南風﹂

連句愛好会

﹁おほらかに﹂

﹁行く秋﹂

﹁紅白を﹂

連句会﹁Ｚａ﹂

﹁花より団子﹂

﹁厄日かな﹂

﹁試筆見よ﹂

連句かつらぎ

﹁十六夜や﹂

﹁雲の間﹂

﹁牛は牛﹂
﹁一絃琴﹂

﹁朝顔﹂

連句研究会

﹁桐の花﹂
﹁二の酉﹂
﹁生涯を﹂
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評論

忘れられた﹁体・用﹂

の段階で馬場彬風氏の一覧に供した所傾聴すべき所説にも

接し得た︒それで一層この問題についての論を喚起する必

要を感じたので︑以下に私論を要説して諸家の御指摘を乞
いたいと思う︒

体用は応安新式で見ると単なる詞の分類として取り上げ

られている︒例えば﹁岡﹂は体の詞であり﹁梯﹂は用の詞︑

体﹁庭﹂が用︑﹁床﹂が体で﹁そとも﹂が用というようになっ

浅野黍穂

﹁峯﹂は体だが﹁瀧﹂は用という︒また﹁海﹂が体で﹁浮木﹂

体用が何であるかは今では誰にも分らなくなってしまっ

ている︒このような体と用に属する多くの詞が分類して記

が用︑﹁浦﹂が体で﹁舟﹂が用などである︒さらに﹁軒﹂が

ていると言ってい蚤だろう︒一つはこの謎解きの興味から︑

載されている︒分類されている詞は右のように山類︑水辺︑

たいゆう

東京女子医大精神科教室誌﹁精神医学研究﹂にこのほど拙

精神の健康を考えるうえでも解明すべき問題となった︒謎

して自分でも連句療法なるものを行うようになり︑体用は

性をなんとなく感じたことにある︒それが後に精神科医と

十体の説明をき蚤︑分らぬながらもこのなかの体用に重要

りは七︑八年前第六天連句会の忘機会長に二弟準縄の付合

テゴリーが三句続けて出て来る場合などで打越との一致を

が知られる︒このように山類︑水辺︑居所︑道具などのカ

山類︑水辺︑居所の詞の外に道具についても言われること

る︒また説明に出てくる詞より︑体用の別はさきにあげた

と体用の別が一致しないように用いるべきであるとされ

応安新式の説明によるとこれらの詞は三句の渡りで打越

居所についてである︒

解きの興味の外にこの理由からも︑ここ二︑三年このテー

避ける規定として体用が記されているのである︒従って連

論︵連歌﹁体・用﹂説の表現論︶を寄稿した︒ことの始ま

マを考えて来て︑その結果ある結論に到達し︑これを草稿

−6−

’

る︒さらには句を作る時は心を体にし詞を用にして︑前句

二句来たら三句目には破と付けるのが句の体用である︵宗

に付ける時は前句の詞を体にして心を用にすべきである

歌の進行における句の素材の変化を実現するための詞の分

これらについては応安新式の記載事実をじっと眺めると

︵宗瑚︑初心求詠集︶などというのもある︒このような体用

牧︑当世連歌秘事︶とか︑恋︑述懐の句を体とし花烏月雪

二つの事柄が含まれていると思われるのである︒その一つ

類のように一見みえるのであるが︑まずその分類の基準を

は全体現象︵海︑岡︶と個別現象︵浮木︑梯︶という体用

の用例からみても体用が世界観的なもの︑すなわち﹁体用

の景気ばかりの句を用とする︵宗牧︑四道九品︶などであ

の別︑もう一つは利用準備状態︵長い縄︶と利用動作︵縄

観﹂というべきものであったと言ってよいように思われる︒

明らかにしなければならない︒

をひく︶という体用の別である︒この第一の体用と第二の

ここでこの﹁体用観﹂の解明をしばらく措いて︑詞の体

周阿

用の応安新式規定のもたらす効果について考えてみる︒

すゑさへこほる谷のした水

救済

成阿

イ

体用を統合する観点が連歌時代にあったということを応安
新式は証しているようである︒こう考えてみると体用の区

に連った人々のものの観方の反映といったものではなかっ

とをくきく滝津川音むすほシれ

永運

別は単に素材の変化のための詞の分類ではなく︑当時連歌

たのかと考えさせられてくる︒そうすると体用は詞の分類

海のうちこそ世はしっかなれ

波の雪間を舟やいつらん

周阿

︵良基参加の文和千句第四百韻︶

を越えた︑人事や自然をみる時代精神的に普遍的であった
世界観︑すなわち〃体用観″とみなされてくるのである︒

考えられていた︒一句の中に山の霞花などの言葉があると

風はかり氷らぬ汐に吹冴て

このことは連歌諭書からも窺える︒例えば付けにも体用が

きは花が体であり︑山と霞を捨てて体である花に付けるべ

月もかけある浦の松はら

今垂彗一一再

し︵二條良基︑九州問答︶︒句にも体用が考えられ︑序々と

−7−

︵救済参加の紫野千句第六百韻︶

この例のような人倫の体用については応安新式に詞を体

用に分類した記述はない︒しかし体用事という頂に人倫︑

体用が言われていたことは確かであると思われる︒これが

非人倫の分類が載っている︒このことから人倫についても

句のイメージが漠然として雰囲気的となり︑用の詞︵水︑

談林俳譜以後になると体用一般が問題とされなくなるなか

右の例でみると︑体の詞︵海︑浦︶を用いると結果的に

舟︶を用いると逆に句のイメージがあり／１として具体的

で︑二弟準縄はこの人倫についての体用の三句の渡りを示

ブ︵︾○

は態芸をいふ︑貴賤︑男女︑僧俗の行ひをいふ﹂とし︑芭

−8−

になるという効果があるようである︒この漠然としたイ

、一

し︑次の用例をあげている︒

、一

メージ︵雰囲気的イメージ︶︑あり／＼としたイメージ︵感

浅ましく連歌の興をさますらん

敵よせ来たるむら松の声

有明の梨子打烏帽子着たりける

若党に羽織脱せて仮まくら

ちいさき顔の身嗜みよき

商もゆるりと内におさまりて

…

知的イメージ︶という違いは︑句によまれている内容の差
というよりも句作の態度の違いという方がより相応しいだ

救済

ス蔓つ０

藤衣身を山かつになしはて皇

相阿
周阿

はるの心はわれそわひ人
ひく琴の玉のを柳風たかし
︵紫野千句第一百韻︶

用

酋

また貞享式海印録では人倫を人倫︑人名︑人倫噂︑すが

〆ヘ

体

この例もさきのありノ＼としたイメージと漠然としたイ

へ

体

た︑情︑用などに分類しているが︑この用について﹁用と

〆へ

用

メージの対踊で打越との変化が作られているのは同じであ

へ

蕉の冬の日歌仙の前半を用いてこれを具体例で示してい
ブ︵︾０

凧の身は竹斎に似たる哉
誰ぞやとばしる笠のさ武ん花
有明の主水に酒屋造らせて
︵以下略︶

例えば﹁身﹂はすがた︑﹁竹斎﹂が人名︑﹁誰﹂が人倫噂︑

とはさきに述べたが︑体用観が衰微してこれが実現されな

くなったことの代りに出て来たのが附方自他伝の方法﹁自

他場﹂ではないかということが考えられる︒例えば

潮騒に遍路の笠の見えがくれ︵他︶
という句は打越との関係で

潮騒に遍路の笠を遠眺め︵自他半︶
潮騒に遍路の日和うれしくて︵自︶
潮騒に遍路の日和つづきけり︵場︶

などと作り変えることも可能である︒右の自他場の分類に

られているとみればよいであろう︒こうみると俳譜時代の

となり得る者がよまれた句という関係で打越との関係が作

まれた句と︑一方は利用という事柄を前提としてその主体

とか行いとかでは判然としないが︑利用の動作︑活動のよ

用観﹂の衰微は一時的に人倫の体用を残し︑次にそれも消

ていた体用の遺産の一つとみることが出来る︒つまり﹁体

素晴しい︒﹁自他場﹂もこうして連歌時代一体的に考えられ

それでいてこの態度にも殊更配蘆することがないのがまた

内容はあまり変えずに句作の態度を変えることが出来る︒

を用いることにより体用の場合と同じように︑句の素材︑

ついては異論もあろうが︑ともかくもこのように﹁自他場﹂

この頃には︑連歌時代二つの体用を統合していた﹁体用観﹂

滅して﹁自他場﹂という形で現在に伝統を残していると言

﹁主水﹂も人倫噂︑﹁造らせて﹂が用と註されている︒態芸

から第一の全体現象︵体︶と個別現象︵用︶という体用が

次に二つの体用の接点は何かが問題である︒第一の体用

えそうである︒

脱落して︑第二の体用︑すなわち利用準備︵体︶と利用動
作︵用︶という体用のみが残存していたという見方が出来
る︒体用特に第一の体用は句作の態度の変化をもたらすこ
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の全体と個別︑漠然とした︵雰囲気的︶イメージとありノ＼
とした︵感知的︶イメージと第二の体用の利用準備と利用
動作の二系はどこで接するのかである︒それはこう考えれ
ばよいであろう︒ありノ＼としたイメージは細目を︵例え
ば写真に撮る︑言葉で記述するなどのように︶固定するこ
とが出来る︒そうするとそれは保存されていつでも再現利
用が可能となる︒つまり利用できるということは利用物の
具体性を前提とし︑従って感知的イメージを必要とするの
である︒また思考する意識状態では漠然としたイメージが
あり／＼としたイメージになって行動へと移行することを
考えると︑利用動作はありノ︲ｉとしたイメージと不可分で
あり︑これを用とし其処から見てのその前段階にあるもの
として漠然としたイメージと利用準備状態という二つの体
があることになる︒このように二系の体用は︑利用動作を
通じて脈絡を保っているということが出来る︒所で一般的
となっていたこのような﹁体用観﹂の時代精神的背景を考
盧して︑応安新式の詞の体用のもたらす心的効果を考えよ
うと思うが︑このことにとって詞の体用の式目規定や後世
の﹁自他場﹂の配分がいずれも三句の渡りで定められてい

るのは意味がある︒なぜならばこれが句作の態度の変化に

関係があり︑その変化実現が﹁内容﹂の交換をする前句と

無関係に打越との間で考えられるということが特に重要だ

からである︒われわれが対人関係的に行動するとき︑その

行動を内的に妨げる大きな要因として︑行動の目的と行動

の態度の相互干渉がある︒これは例えば無意識に相手の態

度を読み過ぎて相手の意図が分らなくなる場合︑目上の面

前で自己の態度に気をとられて答えに詰ってしまう場合な

どであるが︑この延長線上にはもっと重篤な病態がある︒

いずれにせよこれらでは行動の態度への配慮に発した緊張

が目的のイメージを狂わせてそこへ向う行動の困難が起っ

ている︒その態度緊張を内的に解放するのに今述べた意味

での三句の渡りが有用なのである︒

漠然としたイメージがありノ︑としたイメージとなる系

と準備状態が利用動作となる系とを体用として同一視する

のが﹁体用観﹂なのであるが︑これが一般的であった背景

の中で詞の体用を打越との一致を避けるように指示する式

目があることの効果は次のようであろう︒付句によって前

句は意味が変化し︑打越は意味が変化しないことを考える
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部分︑すなわち即時の有機的個体反応の返って来る部分を

に相手の中に交互に動く︵やりとりの形の︶交流が可能な

従って詞を撰び結果として句作の態度を変える︒このよう

その素材が打越と同カテゴリーにあるときは式目規定に

にはそれを交流するような句の素材︑意味内容を考える︒

と︑句作という思考する意識状態の中では︑この動く前句

になって欲しいのである︒

連句に活かすためにも体用の謎にかシわる論がもっと活発

肝要な機能であろう︒このような体用の心的効果を現在の

健康にとってと同様に世界と調和した美の表現にとっても

である︒そして考えてみるとこの即興的造型力とは精神の

の渡りの体用︑用体の交代という構造の中で健全に育つの

︵第六天連句会幹事︑東京厚生年金病院神経科部長︶

︵御希望の方には拙論︵連歌﹁体・用﹂説の表現論︶の別刷を差し上
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見つけて︑それには素材︑意味内容で答える︒反面同時に
このような部分には態度による反応をやめる︒従って態度

げます︒︶

一シ

︾一︾一︒器︒︑．叱︑

と態度の交互交流をやめる︒相手の中の︵交互に︶動かな
い部分には準備した態度をとる︒以上のような反応の仕方
を思考する意識に習慣づけることは︑句作を離れても行動
の目的と行動の態度の間にある歪みをそれと意識せずに是
正して︑目的と態度の一体となった行動へと戻すであろう︒
すなわち有害な態度緊張から解放し︑その結果﹁次﹂のた
めの道具になり下った﹁今﹂がそれ自体の中に体用の交代
を含む﹁今﹂に充実してくる︒そして漠然としたイメージ
が具体的イメージとなるのとしっくり重なって準備を利用
動作に移行させることが出来るようになる︒本来の造型力
ともいうべきこの即興的造型力は︑以上述べたように三句

ぐ

峰

鋪

と

しよういん

州新庄︑接引寺﹂と︑紫紺地白抜の文字がよめる︒この寺

の住職が︑東北教区の代表として︑このたびの御忌唱導師

にえらばれ︑増上寺管主から授かった払子を手にした緋衣

の晴れすがたで︑朱の大傘をさしかけられながら︑重々し

い鐘の音を合図に三門をくぐってくる︒

二百九十八年目にあたる︒まもなく三百年を迎えようとし

松尾芭蕉が︑﹁奥の細道﹂の旅をなしとげて以来︑今年は

昭和六十二年四月十五日︒東京芝︑増上寺︒本堂の前に

ているこの年に︑百年に二度しかない大法要の唱導をつと

るらしい表情が︑羽州から馳せあつまった人々の︑どの顔

める機会に恵まれるという奇しきえにしを︑心に銘じてい

広い石畳にしつらえられた舞閣では︑遠くシルクロード

にも素朴に昂揚しているのを私はつぶさに眺めたのだっ
た︒

それからの数々の儀式︑そして荘厳をきわめた声明︒約

三時間にわたってとり行われた法要は︑深く静詔な感動を
のこして終った︒

羽州新庄︑接引寺は︑山形空港から羽州街道を特急バス

本尊阿弥陀如来木彫坐像は鎌倉時代の作とつたえられ︑

で走って一時間あまり︑新庄市下金沢町にある︒

五十年に一度の浄土宗御忌大法要のハイライトである︒

その両脇侍は︑﹁元禄八年亥六月中旬七世良光代施主渋谷

ぎよき

人大遠忌の練行列がすシみはじめる︒

ねり

伽藍まで︑煩悩の数になぞらえた百八間の参道を︑法然上

舞が終り︑伶人たちが去ってしまうと︑大門から本堂大

離れした美々しさである︒

渡った春の青空に舞人の衣装が色あざやかに輝くのが現実

異国の観光客たちがしきりにカメラを向けている︒晴れ

の地を坊佛させる伎楽面をつけ︑力強く大らかな舞をまい︑

いるＯ

五色の吹流しが︑きのうまで冷えていた風の名残に識って

﹁羽州新庄﹂の
一

渋谷道

ー

そして先導の錦織の幡にっヌいてすすむ数條の幟には︑﹁羽
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J

甚兵衛﹂と朱書きの銘のしるされた観音︑勢至菩薩立像で
羊拓︸ブ︵︾○

この寺の檀徒であった渋谷甚兵衛の住まいの跡は︑同じ
羽州街道に面し︑接引寺から少し尾花沢寄りにあって︑﹁奥
の細道風流亭跡﹂という標柱でそれと知れる︒こ塾から更
に奥羽本線に並行して五分ほどゆくと︑八幡神社があり︑

﹁水のおく氷室尋る柳かな芭蕉翁

羽新庄雪映舎中修造﹂
と刻んだ句碑がある︒碑の裏面にも︑

﹁涼しさや行先ノ︑へ最上川蓼太

東都宗平建沙羅書天明元年十月建立﹂
とある︒芭蕉のこの句を発句にした三つ物︑

という伝説があった．：⁝・﹂と︑麻生磯次著﹁奥の細道講読﹂

に解説されているが︑私は若い頃︑父や伯母が︑﹁新庄のお

宮の境内︵といってもこれがどの神社なのか今となっては

知るすべがない︶の奥に︑これが氷室というものだと教え

られた岩室があって︑覗いたり手をさし入れたりした憶え

がたしかにある﹂と話しているのを聞いたことがある︒

麻生氏の文はっゴけて︑﹁⁝芭蕉は︑この清水の奥には︑

定めし氷室があることであろう︑涼しいことだといって︑

風流亭への挨拶の句としたのである﹂と解説している︒

これより前の五月廿四日夜︑甚兵衛は尾花沢鈴木清風
邸での︑

すずしさを我やどにしてねまる也芭蕉

を発句とする歌仙に連座したが︑連座したといっても風流

の付けは初折表六句目︑初裏三句目と︑二句をつけている

水のおく氷室尋る柳哉翁

だけで所用で中座した︑とされているから︑その僅かの間

それや

ひるかほか参る橋のふせ芝風流

殊のほかの豪雪地帯ゆえに見るべき物産もなく︑古蹟でも

れば︑新庄藩戸沢家の小さな城下町であるというだけで︑

ての招き﹂といった趣きだったと︑私は想像する︒でなけ

に芭蕉に新庄への來駕を乞うたのであろう︒それは﹁たっ

風渡る的の変矢に鳩鳴てソラ
は︑元禄二年六月一日︑芭蕉主従が風流亭に一泊したとき
のものである︒

﹁新庄には清水の湧き出るところがあって︑ある時歌人
が来て歌をよむと︑その歌が拙かったために︑水が濁った

−13−

歌枕でもない新庄に︑芭蕉が足を運ぶことは考えられない
気がするのだ︒

曽良﹁随行日記﹂によると︑六月一日に大石田を出て猿

たきもの

はじめてかほる風の薫物芭蕉

菊作り鋤に薄を折添て孤松

霧立かくす虹のもとすゑソラ

柳風

そヌろ成月に二里隔けり

なるふたさと

刎峠︵今では猿羽根という︶まで二人の連衆に見送られ︑

馬市くれて駒むかへせん筆

さばね

そこからは二匹の馬で舟形まで︑そして新庄へは日のある

す塾けたる父が弓矢をとり伝翁

つたへ

うちに着いた︒その夜は風流亭に泊って︑前掲の三つ物が

みき

筆こらろみて判を定る流

梅かざす三寸もやさしき唐瓶子良

成ったのである︒

甚兵衛は貞享元年七月︑渋谷家から分家している︒兄の

簾を場てとほすつばくら如柳

げかけている︒

に﹂の歌仙の巻かれた場処について︑次のような疑問を投

高藤武馬氏はその著﹁奥の細道歌仙評釈﹂に鯵て︑﹁御尋

︵後略︶

盛信は延宝四年に家督を継いでいたので︑盛信自身は俳譜
のたしなみはなかったけれども︑その子の仁兵衛︵塘夕︑
柳風と号した︶に少々心得もありＩもしかしたら叔父甚兵
衛の手ほどきを受けたのかも知れぬ︑翁への敬意ともて
なしの心から︑本家へ招いたのであろう︒

﹁⁝曽良の﹁書留﹂には︑新庄において巻かれた三種の俳

譜について︑﹃新庄﹄﹃風流亭﹂﹁盛信亭﹂と三者三様に前書

﹁二日昼過ョリ九郎兵衛へ被招︒彼是︑寄仙一巻有︒盛
信︒息︑塘夕渋谷仁兵衛︑柳風共︑孤松加藤四郎衛門︑如流今藤彦衛門︑

を書き分けているのである・後の二者に問題はないとして︑

い︒そこで日記の﹁彼是︑寄仙一巻有﹄という書き方を考

盛信亭のいずれにおいて巻かれたものであるか判明しな

﹁新庄﹂とのみある歌仙の前書からは︑この歌仙が風流亭︑

木端小村善衛門︑風流渋谷甚兵衛︒﹂

新庄

と曽良は誌している︒

おたづね

御尋に我宿せばし破れ蚊や風流
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分が九郎兵衛に招かれたとき出来たものということを意味

えてみるに︑﹃彼是﹂という表現は︑おそらく︑歌仙の大部

で逃げたという︒

ると︑突然の早鐘に大騒ぎとなり︑住民は夏の普段着のま︑

は︑宴の後︑風流亭に帰ってから完成したので︑それで︑

せなかった事情も了解でき︑だから︑曽良の﹁随行日記﹂

度となく繰り返し聞かされた︒それほどの家宝すら持ち出

その無念さも亦︑語り継がれていて︑私は幼い頃から何

この歌仙を﹁盛信亭﹂とも﹁風流亭﹂とも書き得ないで︑

が︑荻原井泉水の言葉を借りれば︑﹁ふっと世に現われた﹂

しているように考えられるのである︒多少の修正加筆など

漠然と﹃新庄﹄とのみ害したのではなかろうか︑わたしは︑

のを︑祖父や父たちがどれ程喜んだことか︑そのことから

も︑﹁御尋に﹂の巻が盛信亭で巻かれたことを私は確信する

いま︑そのように想像している︒﹂

高藤氏の説の通り︑この巻は︑盛信亭での作品であるこ

のである︒

そしてこの一巻をくり返し眺めていると︑たとえば恋句

とに間違いないと思う︒この時の芭蕉の真蹟を︑渋谷家で
は家宝として大切に伝えて来たのだったが︑明治元年七月

に難渋する北ぐにの実直な人々の心根が︑わがことの様に

簾を揚てとほすつばくら如柳

十三日︑戊辰戦争のために惜しくも焼亡してしまった︒当

伝えず︑藩士の家族にも家財の疎開など差し止めていたと

の次あたりに恋の句が出ていたら面白くなっていただろう

伝わってくる︒前掲の︑

いう︒しかし藩士の家庭では︑肉親の出陣から︑心の準備

に︑そして又芭蕉が初裏八句目

時新庄藩は︑人心の動揺を防ぐために町方へは何の情報も

もあり系図や位牌︑家宝など始末して万一に備え︑瀬戸物

萩踏しける猪のつま

たかいの状況など町方では噂ていどの事と考え︑お盆の準

庄市教育委員会刊の﹁新庄・自然と文化遺産﹂にある︒た

かえって現実感を漂わせていて︑この巻はさぞかし翁の捌

たのを︑いかにもぎこちなく受けあぐねているところが︑

と︑まことに巧みな俳譜の真骨頂とも云うべき恋句を出し

ふみ

などをこっそり土に埋めていた家もあったらしい︑と︑新

備に余念がなかったので︑金沢町のあたりに火の手があが
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うか︑など実作する者にとっての興味は尽きない︒この歌

きも縦横に︑添削の筆も行きわたりして成ったのでもあろ

嗣子ではないという理由からか︑系図には記載がない︒い

それは守られ︑男子は皆﹁盛﹂の字を取っている︒柳風は

に﹁盛﹂の一字をとって名乗るのが代々の習わしで︑今も

Ｉ某甚兵衛↑ｉ︲︲仁兵衛︵？︶

改九郎兵衛一改九郎兵衛

初盛定盛信始仁兵衛１１盛中始観兵衛

ｌ祐庵書師卜成

ま私の手元にある家系図によれば︑

仙のあと︑

盛信亭

風の香も南に近し最上川翁
小家の軒を洗ふ夕立息柳風
物もなく麓は霧に埋て木端
の三つ物がよまれている︒第三句の﹁麓﹂については全く

分家︵︲Ｉは筆者の想像︶

となっていて︑柳風は当然盛中の兄弟である︒因みに甚兵

の私見であるけれど︑新庄は東に杢蔵山を仰ぐ盆地であり︑
この山を杢葛山ともい塾︑カタクリの大群落があるときく︒

衛には嗣子がなく︑他家が相続したらしいという記載があ

かつろく

その山麓という意味から︑新庄は昔から﹁葛麓﹂と呼びな

現在では︑新庄の地に縁っヌきの家はなく︑当時の家の

る︒

なったかに就いてはまだ調べてはいないけれども︑木端は

跡には銀行とホテルが建っている︒銀行の前に︑﹁芭蕉遺蹟

らわされている︒いつの頃からこの名称が用いられる様に

地元の人であるから﹁麓﹂のイメージが胸にあったと想像

このホテルに泊るのだが︑この地番はそのまヌ現在の私の

盛信亭跡﹂の石柱があり︑先祖のまつりごとのあるたびに

脇句の柳風という人物は︑塘夕とも号し︑名は仁兵衛で

本籍地でもある︒それにも拘らずこの標柱の前に立つ私は

するのは深読みに過ぎるだろうか︒

ある︒これは父盛信の幼名を継いだもので︑つまり盛信は

いつも旅姿で︑見知った人に出会うこともない︒

こ畠に立つと︑父祖の地というものの物悲しさと︑本籍

幼名仁兵衛改め九郎兵衛盛信である︒渋谷家では嗣子は成
人と共に幼名を改めて九郎兵衛となり︑家督を継ぐと同時
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地と称するものの架空性を思わずには居られない︒た宜甚
兵衛や九郎兵衛︑そして仁兵衛という人たちのねむる奥津
城に︑いずれは私も加わって︑元禄二年六月の思い出話を︑
芭蕉と曽良の人物像やエピソードをたずね聞く︑その様な
未来の世界が用意されている自分の幸福を想うて︑かぎり
なくやすらぐのである︒

連句懇話会入会のおすすめ

☆本書の﹁全国連句人名簿﹂によりますと︑連句懇話

会未加入の方が大ぜいおられます︒懇話会は目下︑

会員増強運動を実施しており︑未加入の連句人の新

たなご参加をお待ちしております︒

今ノ

☆連句懇話会の会員には︑隔月で﹁連句懇話会会報﹂

︵タブロイド版一二〜一四頁︶をお送りいたします︒

この会報は︑全国各地の連句グループ消息︑連句作

品︑連句鑑賞︑募吟︑随筆など︑連句に関連した有

益な記事が載っております︒

九○○二四番連句懇話会

☆入会ご希望の方は︑年会費二千円を︑郵便振替で︑

東京九

あてお振込み頂き︑お申込み下さい︒

連句懇話会
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今昔霞漫歩
小林しげと

春のきる霞の衣ぬきをうすみ
山かぜにこそみだるべらなれ
﹃古今集﹄春の部第二十三番︒上句︑霞の衣を着る春の擬
人化︒大意ｌ霞の衣は横糸が薄いので山風のために乱れる

山崎宗鑑の﹁新撰犬つくば﹂では︑こう変った︒

霞のころもすそはぬれけり

佐保姫のはるたちながらしとをして

春霞の景を薄絹の裾を水で濡らした立姿に見立て︑裾が

濡れたのは立ったまま尿をしたからだといった︒春立つと

立小便の掛詞︒雅を俗に見替える可笑しさ︒この付句の野
あぶらかす

卑な着想を不満として長頭丸は﹁新増犬筑波﹄︵寛永十二年︶

の﹁油槽﹂で次のように試みた︒

霞のころもすそはぬれけり
てんにん

○天人やあまくだるらん春の海

○春立てふむ雪汁やあがるらん

ここでは天人・雪汁等の俳言を裁ち入れた︒また同書の

﹁淀川﹂で八佐保姫のＶの第三を

大ぶくを座敷のうちへやこぼすらし

として﹁さほひめも︑かみなればかくのごとく付侍る﹂と

ものらしい︒作者在原行平は業平の兄︒王朝期の優艶な一
首︒

引出ものあふぎの風のなびかせて

批判した︒松永貞徳の俳譜こそ﹁⁝正風躰を根ざしとして︑

狂言を花とす⁝一偏なることなし﹂︵池田是誰︶ということか︒

かすみの衣すそはぬれけり
苗代をおひ立てられてかへるかり

西山宗因になると︑こうなる︒

霞の衣はがれたる山

﹁宗長日記﹂︵大永二〜七年︶︑山城国薪で巻かれた越年・俳

譜のうち︒この連歌の八苗代をＶの付句は俳譜連歌の鼻祖
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I

﹃宗因千句﹄︵寛文十三年︶のうち︒前句の衣は霞と山に掛か

従って︑この二例は芭蕉の談林期の作︒延宝八年︑談林と

ていたが︑延宝三年宗因東下以来︑談林の新風を受容した︒

人形の縁語︒桃冑︵芭蕉︶は始め貞門の季吟の俳系に連らなっ

り︑衣のはがれを付句の旅の貧僧にとりなした︒貞門では

挟別︑漢詩調作風に転回する迄の﹁霞の衣﹂の代表例を通

哀れなるひとり坊主の旅の道

式目を重んじ︑例えば︑山←祇園会・庖瘡・塵・金︒刀←

じて付合の変遷を顧みた︒

ほらがい

旅︒錦・螺・頭・剣・眉・奉行・腰←山︒紅葉←衣︒硯←
旅という具合に付合語が基本的に定められていた︒しかし︑
談林ではこれらの法式が無視され︑専ら前句のいっている
ことから付句の工夫を凝らした︒この例では西行か謡曲﹃安

つけつが

行平の歌は三十一文字に美麗な春の情感を託した︒和歌

けんやくしらぬ心のどけき信章

さやりんず霞のきぬの袖はえて桃胄

た︒これに対して貞門が拾頭した︒芭蕉は宗鑑︑貞徳︑守

は︑まさか連歌に詠めない︑宗鑑はそれを大胆に取り上げ

連歌を俳譜化したのが宗鑑︑守武である︒佐保姫の立小便

目の制定により万般を取材し︑付合の妙を楽しんだ︒この

の余興として発達した連歌は長短句を二句以上付番い︑式

﹃江戸両吟集﹂ｌ﹁梅の風﹂百韻︵延宝四年︶のうち︒紗綾倫

武の画賛に﹁三翁は風雅の天工をうけえて︑心匠を萬歳に

宅﹂のシチュエーションの即興化とも解される︒

子は贄沢な衣類︑だから倹約知らぬといって︑春日の行楽

霞と共に道化人形信徳

月花の是やまことのあるじ達﹂と称え︑貞門に拮抗して宗

伝ふ︒此かげに遊ばんもの︑誰か俳言をあふがざらんや／

さや

を心のどけきとした︒

青いつら笑山より春見えて桃青

因が登場すると︑談林は軽口︑道戯︑放埒等の無心異体を

わらふやま

﹃江戸三吟﹄ｌ﹁さぞな都﹂百韻︵延宝六年︶のうち︒前句は

蔑まれたのに︑こんどは﹁宗因なくんば我／︑が俳譜今以

いまもって

信章︵山口素堂︶の発句八さぞな都浄瑠璃小嵜はこ易の花Ｖの

貞徳の挺をねぶるくし︒宗因は此道中興開山なり﹂と宗因

このみち

脇で︑道化人形は作者自身の挨拶︒第三の青いっらは道化
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II

専ら﹂とし﹁中比は心附を専ら﹂にしたという見方が妥当

価したといえよう︒しかし︑本質的には﹁むかしは附物を

は五句也﹂と︒﹃増山井﹂︵寛文七年？︶では﹁三月にわたる︒

二句去り︒﹁御傘﹂︵慶安四年︶では﹁衣類にあらず︒衣の字に

霞の衣は﹁はなひ草﹂︵寛永十三年？︶によれば﹁霞におぼろ﹂

は︑ちっとも不思議ではない︒

である︒むかしとは貞門︑中比とは談林をさしている︒そ

八重霞︒霞の衣︒⁝霞の衣は衣類にあらず⁝﹂と︒これは

を賞めた︒貞徳も宗因も芭蕉の旧師だから︑その貢續を評

れに対して﹁今は︑うつり・ひびき・にほひ・くらゐ﹂即

貞門期の式目書だから︑その時代には厳格に守られていた

︑︑︑

なかごろ

ち蕉風の余情付が発生したわけである︒宗長から談林時代

のだろうが﹁春になったというと︑春霞が立ちこめなけれ

てき

ー一

い付句は難しいように思う︒

韻ｌ言外の情の乏しいことがわかる︒単なる俳言の裁ち入

句も付いてはいる︒けれども上掲前句との関係で余情・余

一つは貞享二年の

の故事を趣向にした八大比叡やしの字を引て一霞Ｖともう

芭蕉には霞の発句が二吟ある︑それは延宝五年の︑一体

である︒後者の上五︑春なれやと座五の薄霞は互いに映発

春なれや名もなき山の薄霞

保証され得ない︒それ故︑そんなことで単に滑稽の意外さ

し合い︑霞の本意をよく把握した︒延宝五年は宗因流の影

終始するだけでは言語の表現行為としての詩歌の内面性は

を展開させてきた過去の俳譜に芭蕉が限界を感じたこと
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にいたる霞の付句を整理すると

よぬ
り
ノL，
春の
見ど
えけ

ばならぬ︑あるいは春霞が立ちこめなければ︑春になった

山ら

①苗代をおひたてられてかへるかり

裳t

ような気持がしない︑といった感じ﹂︵山本健吉﹁ことばの歳時

iエ

′

②佐保姫のはるたちながらしとをして

いん
つや

運︶の類いを本意とする霞の理解なしには霞の衣に相応し

青け

③哀れなるひとり坊主の旅の道
⑥①

ということになるのだが︑②〜④についてみれば︑どの付

④

れ︑付合語・縁語・掛詞等の駆使︑意味からの飛躍等々に

1I1

一

響をとどめ︑貞享三年は風雅の自覚以後である︒付合では︑
﹁梅の風﹂百韻の後にも︑霞に関する例が散見できる︒例え
ば︑芭蕉の一座したグループ乃至は門人達との作品のなか

等々︒また七部集中の圧巻﹁猿蓑﹂に

手のひらに風這はする花のかげ芭蕉
かすみ動かぬ昼のねむたさ去来

の一例を発見する︒これら諸例をみるとき︑八春なれやＶ

感合﹂︵中村俊定氏︶の度合がＩの諸例に比較してずっと高

から

八霞の外の権田楽をなん召ス素堂／紫の鰯を花に折

まっていることは瞭然としている︒

の発句の風体と同様に︑前句と付句の間の﹁二つの気分の

しきて言水Ｖ︵元禄元年︶

をうる市知足Ｖ︵元禄二年︶

のいかなます・鯛・鰡・伊勢浦・鍛治等いろいろだが︑い

雪汁・僧侶・旅・贄・山笑ふ︒青いつら・鰯・炭市・塩干

すみいち

霞︵の衣︶に付いた素材は苗代・帰雁・佐保姫・天人・

八なみは霞のふじを動かす嵐藺／客よびて塩干なが

ずれにせよ宗鑑から芭蕉の時代にかけて︑さほどの逵庭が

八瀬田の橋なかばは霞たえか︑に安宜／白壁遠く炭

らのいかなます芭蕉Ｖ︵元禄二年︶

ないのに︑付句の味がこうも相違するのは一つには時代的

ぼら

八真白に華表を見こむ花ざかり景桃丸／霞にあぐる

趣味と判者の傾向による点が大きいからかもしれない︒と

感を重ねるところに︑匂い合う情感の世界﹂︵大畑健治氏︶の

とりゐ

麿の羽づかひ史邦Ｖ︵元禄三年︶

りわけ芭蕉が﹁前句から流れ出てきた情感の上に付句の情

もとれる伊勢浦桃隣Ｖ︵元禄四年︶

表現のために骨身を削ったことは︑彼をして﹁附合は老吟

ぼら

八おもしろき霞のなかのこけら屋ね芦鳫／小鯛も鰡

八里襄のすヌみ起せば去年の雪野径／かすむ夕べの

がほれ﹂と云わしめた所以でもある︒

春もおくある月の山寺蕪村

矢を負し男鹿来て伏す霞む夜に樗良

鼠とる犬昌房Ｖ︵元禄五年︶

八ひらたい山に霞立なり杉風／正月の未より鍛治の
ひとやとい

人雇桃隣Ｖ︵元禄七年︶
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鎌の光りや棟木ひく声白雄

寂栞﹂︵文化九年︶の著者だが︑この指導書の内容を一々検討

ひとり香きく夜や霞むらん蕪村
﹃此のほとり一夜四寄仙﹂︵安永一一年︶の第一作と第三作のう

しながら付けているのではあるまい︒古人のいう﹃四句の

﹁春秋稿四編附録﹄のうち︒白雄の句は第四︒彼は﹁俳譜

ち︒この集の板行年の﹃あけ烏﹂の序で︑高井几菫は暁台

ふりとて︑也︑⁝ふしなきをこのむ也﹂ぐらいの事を体得

かけ引の中にもおもふ子の行衛嵐山

︵尾張︶・樗良︵伊勢︶・麦水︵加賀︶らと共に﹁平安浪華のあい

の上︑﹁形なき所より起る所﹂のものを感じて作ったのでは

虚子は﹁新歳時記﹂で﹁霞﹂は︑春の山野にいつもより多

こころざす

がらす

だにも︑まことの蕉風に志者少からず﹂と書いて真の蕉

あるまいか︒

暁台宛書状︵安永二年十一月十三日︶で﹁拙老はいかいは敢て蕉

く立つと説き︑山本健吉氏は官軍新俳句歳時記﹂で︑春は

へいあんなにわ

風復興を明示した︒蕪村自身は﹁此のほとり﹄に関連して

翁之語風を直ちに擬候にも無之︑只心の適するに随﹂とい

霞︑秋は霧と区別すると︑もっと簡単に述べている︒記述

したがい

うように謙抑な書き方をしている︒そうはいっても︑上例

はこの程度でありながら︑それらにすぐれた例句が抄出さ

ただ

は芭蕉残後凡そ八十年にしての︑やはり移り・匂いの付で

れているのは︑霞に対する日本人の伝統的な美意識のよう
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なぞらへ

ある︒ただ︑所謂蕪村調︵絵画的・物語的Ｉ浪漫的︶の仕

なものが俳人の意識閾にきちんとあるからであろう︒最近

温泉の町に病養う京子

鐘霞む麓の寺の日暮どき伸居

頬杖の窓亀の鳴く窓照子

花疲れ夕べの霞たなびきて舂人

﹁霞﹂では︑

の﹃連句歳時記﹄︵阿片瓢郎編昭和六十一年︶の季題別例句集の

立から文人趣味的な離俗性は否めない︒

うち霞む人さまか︲︑に業をして占廉

表現すべきか︒

取ろうと作者の自由である︒が︑それでは︑その何をどう

●●

霞︵の衣︶から︑古今を問わず何を連想し︑何を題材に

1V

手寺あたりの︑同じく夕霞と道後あたりでの療養の人︒作

などと唱和されている︒前者は夕霞と春愁の人︒後者は石
に尽きるか︒

即かずやで付けることが望ましい︒︶︵﹃去来抄・修行教﹂︶

為のない︑おとなしい付合である︒呼吸のあった連である︒
もちろん︑付合は一行の俳句とは異なり︑従って俳句との
同断は控えなければならぬが︑﹃連句歳時記﹄の例句が他日
ステロタイプ化せず︑その都度新鮮なイメージの形象化に
努め俳句歳時記の例句の水準にまで到達されればいいと思

う勺一

ァつ〆○

生』

上来述べきたった霞︵の衣︶は春の季題の一つにすぎな
●●●

い︑まだ夏・秋・冬もあり︑雑もある︒素材については無
限である︒ここで云いたいことは︑霞︵の衣︶をたとえて
一にして云えなかったことの百︑また百にして一である︒
実作面では百万言費しても試行錯誤は避け得ない︒結局︑
わざ

蕉風になるが﹁付句は前句の情を引き来るを嫌ふ︒ただ前
句は是いかなる場︑いかなる人と︑その業︑その位を見定
め︑前句をつきはなして付くべし﹂︵通意︑付句はゞ前句の
情をそのまま付句に持ち込むような付方を︵蕉門では︶嫌っ

つ

ている︒そのかわり︑前句の場や人物がどうであるのかｌと

前句のはたらきや位をよく見定めて︑しかも前句に即くや

〜平

第五回連句懇話会賞発表

選考経過
選考委員長岡本春人

が︑このうち二票以上を得た三二篇を予選通過とし︑最終

選考にまわすこととなった︒なお︑今回も予選に当っての

感想を︑各予選々者より提出願ったが︑それぞれに眞筆な

ご意見が添付され︑いかに予選にご苦労されたか十分理解

でき︑まことにありがたかった︒ここに選考委員長として

さて︑右の予選通過作品については︑事務担当が一覧表

予選々者各位に心よりお礼を申し上げる次第である︒

同じく︑まず各連句グループの中から一○名および連句懇

︵別掲︶を作成︑これを資料として︑昭和六一一年五月二三日

第五回連句懇話会賞の選考は︑昨年度の第四回の同賞と

話会幹事全員︵一四名︶の計二四名による予選を行うこと

午後二時より︑東京都新宿区の俳句文学館において最終選

なお︑土屋︑宮下︑松村の三常任幹事︑および岡本︵星︶

としたが︑幹事のうち一名の辞退があったので︑結局二三

る︒予選は各選者が五篇を選ぶこととしたが︑この場合︑

幹事が︑この選考会に出席した︒まず︑委員長より予選の

考会を開催した︒最終選考委員は代表幹事五名であるが︑

昨年の選考時に﹁予選の際︑順位をつけること﹂につき問

経緯につき説明があり︑ついで各選者より︑順次︑予て配

名による予選となった︒予選の対象は従来と同じように前

題提起があったことに鑑み︑今回は順位をつけずに五篇の

付済の予選通過作品一覧表に基づきそれぞれの選考に関す

宇咲代表幹事は病気のため欠席︑四名による選考となった︒

選出を願った︒この予選により選出された作品は六八篇で

る感想が披瀝され︑このあと第一回の投票が行われた︒こ

年︵昭和六十一年︶版連句年鑑に掲載の全作品一六三篇であ

あるが︑これは予選対象全作品の四一・七％と︑前回まで

﹁あぢさゐ﹂︵奥美濃連句会︶﹁花の神﹂︵市川俳譜教室︶﹁望

の結果︑二票以上得た作品は﹁団扇持２︵市ヶ谷連句会︶

の予選の結果︑五票を得たもの一篇︑四票が二篇︑三票が

の月﹂︵岐阜高校連句会︶の四篇となり︑これら四篇を中心

の予選と同じように票の割れの大きさが目立つ︒また︑こ

八篇︑二篇が一二篇︑一票が三六篇︵計六八篇︶となった
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として活発な論議が展開された︒論議は二時間近く展開さ

﹁花の神﹂︵文音︶市川俳詣教室

﹁団扇持つ﹂伴野溪水捌市ヶ谷連句会

れたが︑結局︑次のとおり決定された︒

連句懇話会賞

佳作
﹁あぢさゐ﹂水野隆捌奥美濃連句会
﹁望の月﹂岐阜高校連句会

右のとおりであるが︑今回の賞の対象となった昭和六十
二年版連句年鑑を通読しての感想は全般的にレベルアップ
したことで真にご同慶にたえない︒次に二つのことを述べ
ておきたい・その一つは︑式目をやかましくいう連句グルー

プの作品は︑全体的にも部分的にも大変に古めかしく︑ま
た︑式目に比較的寛大な連句グループの作品は作品の流れ

による変転があり︑一句一句をおろそかにしていない
ｌということが感じられることである︒いま一つ︑新形
式による連句の増加傾向がいちじるしいということであっ
た︒この二つの感想は︑それぞれに︑今後の連句懇話会賞
選考に関して見逃すことのできない現象であり︑いろいろ

な意味で示唆的でもあると思う︒

さいごに︑今回の選考の過程で風信子の会の﹁インク匂

ふよ﹂﹁音楽づくし﹂の二篇が清新︑ユニークという点で選

考委員各位の関心が強かったこと︑又外国語の作品につい

ては別途識者に批判を乞うたことを記しておく︒

なお︑総括概評を左に記す︒

全般的に穏当無難であるが些か古めかしい

﹁団扇持つ﹂市ヶ谷連句会

﹁花の神﹂市川俳話教室

前書による師弟愛と連衆の激励の発露だろうが︑グ

ループ内だけのひとりよがりの気分が表立つ︒文音の
故か句にムラがある︒

﹁あぢさゐ﹂奥美濃連句会

新感覚があるためか予選では第一位だった︒詩的感覚

に基く言葉が一般的に理解し難い点がある︒従って軽
みに欠ける︒

﹁望の月﹂岐阜高校連句会

新人の一つの試みとして採り上げられたが︑わざとら

しい新しがり︑イャミ︑ふざけ過ぎの面がある︒品格
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ﾉノ
ﾉノ

の点で指導者の配盧が望ましい︒

選考を終って

選考委員阿片瓢郎

事句の連続の重たくれを防ぐ場の句は必要で︑程よい

調和がいかに保たれているかは大切である︒

例連句は俗談平語が建前であるのに漢語︑雅語︑宗教

語︑ルビ付語︑珍奇な現代用語或いは耳なれぬ地名︑

人名が使用され作者以外に理解し難い作品が少くな

い︒新素材の発見により状況の変換をねらう意図もわ

かるが︑窮極は平明であるべきである︒

㈲恋句は連句での焦点である︒俗悪な露出や月並な川

筆者は連句本来の形式はあくまで歌仙であるべきと

の信念に基き選考に当って歌仙以外の作品は除外し

柳まがいの用語が散見した︒表と裏の濃淡もおろそか

であった︒哀れでおぼこで品よさは残したいものであ

た︒そして筆者は次の五項に基いて予選作品を検討し
た︒

ワ︵︾Ｏ

㈱連句は元来俳詣である︒哀傷︑病患︑失意を深刻ぶ

㈹現代の扱い方ｌ現在の事件や用語を織込んでいるだ
けでなく︑十分消化されているか︒その表現としての

るのが詩ではない︒調刺や皮肉と共に愚鈍に︑間抜け

以上を総合して左記の作品を選んだが︑今回は優秀

ブ︵︾○

て︑無学で滑稽なユーモアが却て心を和ませるのであ

片仮名の使用が街学的でなく洗練されているかを熟視
した︒

㈲連句は人事句の面白さを味わうことであるが︑叙事
と叙景の連続乃至回数が余り偏らないのが望ましい・

入選結社グループの作品がなかったが︑これは別に意

作品はなく佳作として四篇を推すものである︒︵偶然既

場の句の作り方も変化して来ている︒今回の特徴は余

図はない︶︒案外新旧傾向の二作づっの選考となった︒

最近の俳句同様叙景句も象徴化が流行している故か︑

情ある季句の叙景句が著しく減少していることだ︒人
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﹁黄金伝説﹂

﹁団扇もつ﹂

﹁風花﹂

風信子の会

戸塚連句会

市ヶ谷連句会

信大連句会

さらりと谷場を見る︒ナオ７〜ｕ新鮮で流暢︒ここ

③ウ２〜４回目の恋の場に一つの山場︑続く雑句に

ているところ妙︒花の座も可︒恋の場も新鮮︒

②表及び裏の月の座︑短句ながら︑出るべくして出

書のある句を立句とした︒予選でも三票を頂いたの

﹁手術の為入院中の岡本富子氏を激励して﹂という前

⑧歌仙﹃花の神﹄市川俳譜教室

古くない︒こういう作品もあってよい︒

素直な作品︑式目的にも無難︑一句一句も決して

⑪脇起歌仙﹃かけかへて﹂東松山連句会

が見えるのは張行に期間がかかり過ぎた為か︒

堂々たる立句には敬服した︒二つの折にやや乱れ

◎歌仙﹃新緑﹂連句研究会

③式目を自在に駆使している︒

あふれ言葉の練りが利いている︒

②一句一句の現代性︑意外性は無類︒詩情︑余情に

①一読︑新鮮︑未来型の連句として推奨できる︒

⑧歌仙﹃インク匂ふよ﹂風信子の会

にも第二の山場を見る︒

﹁音楽づくし﹂

選考経過
選考委員今泉宇涯
予選通過作品三二篇についていずれも︑第一回は
ゆっくり通読する︒第二回目は︑表六句︑月花の定座
竝びに恋句に注目しつつ精読︑併せて全体の流れ︑起
伏︑新鮮度等にも注目︒三回目に︑以上を頭に入れた
上で更に熟読して作品全体から受ける感動を胸にあた
ためて評価を決めた︒

⑨歌仙﹃あぢさゐ﹂奥美濃連句会
①立句も貫禄充分︑全体の流れ︑起伏︑あり︑一句
一句の詩情ｌ余情ゆたかにして現代連句として推奨
するに足る︒
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をよいことにして自家教室作品ではあるが敢てご批

ら奇を街わず穏やかに進めている︒

花︑月の変化︑第三の転じと二章体よるし︒平凡なが

新人の作として好ましいと考え選んだ︒

五︑﹁望の月﹂岐阜高校連句会・難点もあるが︑いわゆる

恋についても同様︒差合︑自他場などの変化無難︒

よろし・第三は転じがもう一歩進んでおれば尚よろし・

四︑﹁梅雨燈﹂都心連句会・流れ︑変化︵季移りも含めて︶

のあり︒多数の連衆を集め破綻のないのは敬服︒

れる︒恋も同じ︒古いものをそのまま表現しているも

三︑﹁白牡丹﹂獅子門︒花よるし︒月は更に一考が望ま

なものか︒文音ながら流れは滑らか︒

﹁花吹雪﹂は好ましくない︒同様にウ皿﹁杖﹂はいかが

よるし︒匂の花に敢えて難をいえば︑病人激励の巻に

二︑﹁花の神﹂市川俳譜教室︒発句の花に対して栞の花

判に堪えたい︒

選考雑感

選考委員大林杣平
選考に当っては︑蕉風の基本理念を承継しており︑しか
も旧態を墨守せず時世即応の革新と連句の発展進歩への積
極性のある作品であることを念頭においた︒
蕉風の基本理念で重要な事項がいろいろあるが︑そのう
ちで近年の連句作品にとかく忘れられがちなのは①第三の
転じと二章体②序破急であり︑極言すれば殆どが無頓着か
と思わせるほどである︒従って特にこの点に重きをおき︑
その他当然ながら︑全体の流れと変化構成︑花︑月︑恋︑
表六句に注目して選考した︒全体としてはレベルが上って
きた感があり慶ばしい︒以下私の選考した五篇につき短評
を記す︒

一︑﹁団扇持つ﹂市ヶ谷連句会︒全体として整っている︒
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に反対する筋合いは全くない︒が︑式目が完壁に近くても︑

作品が古色蒼然で︑一句一句が粗末なのは一番困る﹂︵松村

会賞の意義が極端に薄くなるｌということもあるまい︒

だ︑たしかにそうも言えるのだが︑だからといって︑懇話

問を感じる﹂と率直にこの辺の悩みを言っておられる︒た

予選々者は﹁評価の困難な連句に賞を設けること自体に疑

句の短詩型文学のそれに比べて︑大変にむずかしい︒或る

連句作品の評価︑つまり鑑賞と批評は︑例えば短歌や俳

ような心がまえの薄い連衆の作品が︑残念ながら多過ぎる

していなければならない最低の心がまえである筈だ︒この

意見は︑じっは予選々者だけでなく連句作者がいつも堅持

﹁伝統をいまに生かす努力がほしい﹂︵別所真紀子︶という

だけであっては︑近世の床屋俳譜と同じになってしまう﹂

うことに心がけたい﹂﹁ただそれが安易に古いものをなぞる

あろう︒﹁失われようとしている美しい日本語を生かして使

予選・各人各説抄

いや︑むしろこの賞の選考とその結果それ自体があるべき

から﹁少々破綻があっても意欲のある作品が殆ど無かった﹂

武雄︶という考えかたが昨年より多かった︒当然なことで

連句作品の鑑賞と批評への一つの示唆であるＩといえな

うちに出来上った作品でないものは︑どうしても流れに違

︵岡本星女︶という指摘になるのであろう︒また︑．日の

さて︑予選々者から頂いた感想ｌ各人各説であるが︑

和感がある﹂︵八木荘一︶という意見は︑近ごろ多い文音を

いこともないのである︒

まず全体的評価として﹁式目的な意味では︑ソッのない作

含め〃座の文学″のあるべき創作態度に対する︑傾聴すべ

なお︑歌仙以外の形式による連句作品を予選段階で除外

品が殆どであって︑その限りにおいて︑年々の水準上昇は

ソッのないということは裏返せば大同小異﹂︵同氏︶という

している予選々者が案外と多かった︒しかし︑なぜ除外し

き示唆になりうるのではないだろうか︒

見かたが大勢を占めていた︒また︑連句作品の評価の基準

たかのコメントが殆どなかったことがいささか残念であっ

疑えない﹂︵山地春眠子︶とされるものの﹁だが︑式目的に

として︑今回の予選々者の多くは﹁式目を大切にすること
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た︒

さいごに予選々者のお名前を左記に紹介しそのご苦心に
敬意を表したい︒︵敬称略・五十音順︶
浅野黍穗・岡本星女・城戸崎丹花・国島十雨・小出きよみ・
小林しげと・重松冬楊・鈴木春山洞・高野夜穂・近松寿子・

土屋実郎・伴野渓水・永田黙泉・別所真紀子・松村武雄・

︵選考委員会事務担当︶

鰯

｜連句専門誌︵隔月刊︶

連句研究

五

九阿片方

三七三七八番

︵送料共︶

誌代一年分二︑五○○円

振替口座・東京七

連句研究会

〒理埼玉県新座市石神一

杼情に根ざした象徴句
連句の現代復興を目ざす

主宰・宇咲冬男

︵月刊︶

︵送料共︶

誌代一年分七︑二○○円

〒細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

連句かつらぎ

文音の連句と俳句︵月刊︶

’

あした

あしたの会振替・東京五

九七一三八

発行所〒Ⅲ東京都北区豊島四ノー六ノ三四ノ四○三

誌代寺蓉一短函四ｍ卵一
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宮下太郎・森三郎・八木荘一・山地春眠子・柚木治郎・吉
田不可止・四方万里子・渡部伸居

”

連句懇話

八東京・市ヶ谷連句会ｖ

伴野渓水捌

家室翠雨
伴野渓水
宮下太郎
山本朝子

団扇持つ手振りに舞の名残かな

路地につどへる子等のはしやげり

雨

橋本多佳子

白桃の皮つるノ︑とむきあげて

なほ残る土蔵造りの十三夜
雁かと思ふ声のすぎたる
丸ぽちやの嫁京都から来る
しきたりは何もわからず新枕
さらりとかはす憎き言の葉

次々に小学唱歌消されゅき
音かしましきゲームセンター

水
郎

宣自

朝

郎

水

雨

多

六代目から芸を仕込まれ

襟巻をした一期生月仰ぐ

阿部喜美子

ワ山盛りの松茸飯をふるまはれ

たそがれ近き床の涼風

歌仙﹃団扇持つ﹄

’

原文のシェークスピアは読めぬなり

朝
袖に涙のか参るパロディー
胸を病む身をひたかくし花の山野口里井

栄養よろし蛤の鍋喜

ナォ春風に紺の暖簾の新しく水

在来線の乗り心地よき井

宝くじをば当てし婆さま郎
土産物誰彼の顔画きっ鼻喜

海岸に泳ぐふりして背中干し喜

眠れぬ夜半の犬の遠吠朝

うぶ毛金色そばかすの肌水
一度は離婚考へ我慢する郎

洗濯板はいつかなくなり水

断水の告知柱に貼りつけて丼

マンションに月光あふれ灯消し郎

安達ヶ原に往きて還らず郎

木の実ころがる音しきりなり喜
ナゥタ刊の三面記事のうそ寒く水

山焼く煙太々と立ち井

注連縄の殺生石の側避けて朝

唇気楼にも仁王門妙アンドレ・デルテ︲１

薄墨と名を得し花の今盛り多

蹄禰誌什嘩托朋毒肥壼︵齢・市ケ谷︑渓水居︶

21ｰ

胃

第五回連句懇話会賞佳作
ハ市川・市川俳諸教室ｖ
手術の為入院中の岡本富子氏を激励して

歌仙享化の神﹄

しろがねのわかさぎのよき苦みにて

霞の奥のあつき友情
上谷日目

鈴木良

松村武

岡本富

今泉宇

前の林に烏の声せる

病肢の杖か遍路の杖か宇

さくらどきかもめただよう波の上武

濫棲のごとく若布干さるる富

ナォかわらけを投げて禍福となす良

完成近きジグソーパズル昌
万博に忍の一宇の列長し〃
肖像画かくロボットの腕宇

鍵っ子のいつもおんなじ笛の曲武

良寛さまの熱き晩年富

日本海背にはるばると逢いに来て宇

色と慾とをかけるふたまた昌

暗き世を透かして見てもなお暗し良

大欠伸して耳垂るる犬武
山頂の城跡に降る月雫宇

ちちろの宿に方違いして富

ナゥみどり児が巡査に抱かれ在祭昌
都を遠み﹁フォーカス﹂を見る武

おろおろと肴をさがす盗み酒富

ごみに混りしきれぎれの券宇
青空の隅まであふれ花吹雪良

亀を鳴かせて耽読の刻富

蹄榊一恥汁蓉廻朋二粁雪印藷︵文音︶
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花の神台上の君守り給え

望月をひたといただくにじり口

つぎつぎに寄る秋風の中
ゥパステルの赤をつくせし葉難頭

視線そらして掻きあげる髪

この頃の六年女生徒胸隆く
あたしの部屋に電話つけてよ

ＵＦＯの飛んだ噂さの夏の空

半月あわき補陀落の滝

柚味噌を舐め雛よせる母がりに

菊の枕に夢をあずけて

こえのなき絶叫もあり捨案山子

昌良武富宇昌良武富宇憲戈雄子涯

第五回連句懇話会賞佳作
八岐阜県・奥美濃連句会ｖ

歌仙更幻溶つさゐ﹄

あぢさゐに遍歴の鬚重ねけり

胄鷺の目に晴れてゆく空
音楽のごと一片の雲翔ちて

水野隆捌
清水志無子
所小山寺化

水野隆

放

紫

にはたずみ

居待ちの月をこの涼

秋蝶の闇の深さ思ひやり
冷腹にまづ新生姜摺る

松村あや

水野吐紫
服部一放

音なく落ちぬ絹のブラウス

ゥ宿酔の昼の真澄を目覺め来て

士心

隆

鼻押しあてて暖かき窓花

ひすみか
花ふぶきつ遂
の栖と決めかねてあ

踏繪の番が廻り来るなり志
ナォ石地蔵摩崖佛又石地蔵〃

雲をまとひて聟え立つ槍花

ひうち

燧の火の粉滅ゆるさいはて隆
烏を追ふ少年うぶ毛光りをりあ

宿下駄のなにやらうれし夕河鹿透乙美

ほのと面輪の簾越しなる志

杉玉の庇ふかきに吊られあり放

もみぢ

帽子で掬ふ奥飛騨の星隆
豪速球國なまりまだ抜けきらぬ紫
加速つけっ鴬紅葉麓へ乙
とろろ汁吸ふ蒼む厨にあ

夕月も吾子の乳房もふとりゆく志

ナゥ冬怒濤崩る皇町に帰り来て〃

髪をきりりと眠る霜の夜花

めとり

嬰唄よそごとなりと聴きをりし志

掌にとどまらず雪解けの水花

恋よりほかに盗むものなき

頬に熱き桟敷の記憶牡丹雪

放

ジークフリートの躬を覆ひつっ花の渦隆

昭和六十年六月首尾

︵齢・岐阜市水口真砂子氏宅︶

春のしぐれが虹をかかげて志

み

紫

て

還暦過ぎて棚田三枚

あ

さき

丹の橋のひとりの身幅わたりけり

晩鐘のひヌける海の岬に立つ

花
士心

松の根方は未知の風吹く
リリリリとまるくおほきく春の月
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第五回連句懇話会賞佳作
ハ岐阜・岐阜高校連句会ｖ

歌仙﹁望の月﹄

十字路渡る風のやや寒

渡辺正
佐口修

村木正

兼松修

河村泰

伊藤俊

只腰垂仏

西尾昭

徹夜の列の尻に取っ付く

嘩り満てる神宮の森正

縁先に散り乱れをる花吹雪司

ナォ入学のこの日ばかりは取り澄まし

俄かファン等の浴びる樽酒

俊

晴着の吾子をうっとりと見る泰
虎勝ってハンシンハンギ流行語昭

凧に父偲びつつ飼葉切る司
編され続け今はこの仕儀正

鼻歌まじり握るハンドル泰

耳元であなた一人と攝きて俊

雁来紅の姿定まる昭

国分かつ川滑々と流れゆく宏

舞台を下りて情身にしむ正

偶々に見上げる月は十三夜

逆巻く波の窓に迫れる泰

ナゥ旅の朝渋茶片手にＦＲＩＤＡＹ俊

琴の音軽く慢幕の中昭

岩頭に無念無想の人のあり司

陽の沈みゆく春の山道俊

大木のそよるともせぬ花万朶正

僻輌誌什嘩什朋二十峠申霊︵齢・岐阜高校︶
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綿飴にまがへる雲や望の月

痒い所に尺の届かい

秋の宿横笛チッと響かせて
嫁姑鎌をしばらく休めたる
畔走る子の影の三つ四つ

かたかたと鳴る抽斗の鐺

ゥここかしこガスの工事の通せんぽ

ためらひがちに灯を消す

寄り添へる君の黒髪頬を撫で

水母浮きたる浜の賑はひ

さりげなく吹き抜けてゆく松の風

浴衣がけ道を急げば月出でぬ

猫の外れし古き肥桶

エッサッサ権三と助十名コンビ

昭夫泰子俊正司一昭子一子司一昭

第5回連句懇話会賞予選通過作品一覧表

グループ名

86

あぢさゐ

奥美濃連句会

4

115

望

岐阜高校
連句会

〃

169

柿

作

票数

ゴロ
に口

票数

名

ページ数

ミージ数

作

品

I

名

グループ名

−一

２

５

の

月

襖

〃

東京義仲寺連
句会芭蕉庵の

110

滝落ちや

北区連句
研究会

114

秋

風

岐阜高校
連句会

119

浴衣着て

草

茎

会
77

団扇持つ

市ヶ谷連句会

ﾉノ

120

烏

〃

78

花

神

市川俳譜教室

〃

126

黛釣るや

ﾉノ

111

黄金伝説

義仲寺横浜
戸塚連句会

ﾉノ

127

石

124

專

ル
ー

旬

葛ケ谷連句会

〃

142

ﾉノ

144

白

牡

丹

獅子門

ﾉノ

ﾉノ

173

梅

雨

燈

都心連句会

ﾉノ

202

インク匂ふよ

ﾉノ

209

信

2

写1

〃

3

くのいち連

句

会

祭

宿

慈眼舎

148

匁一

雀

秋紅雅友連

ﾉノ

156

風

風信ヱ

ﾉノ

165

うぐひすや

狸

摩天楼連句会

IF

168

良

あぢさゐ

あしべ俳譜塾

ﾉノ

1勺ワ

上イイ

風

／0

由縁よ

り

市ヶ谷連句会

195

かけかへて

東松山連句会

81

炎

天

市￨ ￨俳譜教室

201

音楽づく

し

風信子

85

大

阪

や

黄鐘連句会

226

新

緑

連句研究会

95

松

籟

に

かつらぎ

229

春

塔

若泉連句会

J」

房Fー

楽

」

〃

『ﾛ
ﾉ『

､

÷

イレ
IH

夜
キクイー

ﾉノ

ﾉノ

興聖寺連句会

手

の

↑し︺

ﾉノ

舟

寺

〃

〃

の

賊

信州大学
連句会
丹

想

東京義仲寺連
句会芭蕉庵の
会
猫蓑会

※委嘱選者10名，幹事選者13名計23名による予選の結果，従来どおり2票以上を得た作
品を予選通過とした。
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回顧

ｌ
Ｉ
阿片瓢

昭和六十一年連句界の情勢

一︑連句懇話会主催大会

㈹全国大会六月十四日芝増上寺会館にて一二席一三○名参加
興行︑講演・詩人北村太郎︵連句私観︶懇親会八○名参加︒

果を慎重審議の結果審査委員長岡本春人より全国大会で発表
した︒

優秀作﹁石蕗﹂京極杜藻捌︑連句研究会

佳作﹁神の貌﹂近松寿子捌︑茨の会

﹁春山の﹂︵文音︶芭流朱連句会

﹁露団々﹂高藤馬山人捌︑東京義仲寺連句会

伺猫蓑会武翁賞十一月十日東明雅︑草間時彦︑杉内徒司三委員

により応募作品歌仙八篇︑二十韻六篇中より次の二篇と決定

歌仙﹁白露﹂上月淳子捌

九月各月第一日曜俳句

二十韻﹁竹皮を脱ぐ﹂桜井天留子捌

三︑連句講習会連句懇話会主催四

文学館にて今泉宇涯︑大林杣平︑高藤馬山人︑今泉忘機︑宇咲

冬男︑阿片瓢郎を講師とし︑連句の歴史︑発句と俳句︑奥の細

ロ松山大会三月二十三日松山子規記念館二○○名︵内県外五
二名︶二三席にて興行︑講演・高知大学名誉教授宇和川匠助︵寅

作指導が行われた︒

道の連句︑連句の付方︑連句と季語︑連句の用語等の解説と実

㈹第十四回時雨忌大会十一月十六日深川芭蕉記念館二席八

四︑連句形式の短縮

彦と俳譜︶三月十二日旅荘かつらぎにて懇親会七○名出席︒

○名参加興行︑大林杣平︑国島十雨︑東明雅三氏講演東京義

㈹連句懇話会六十年連句年鑑掲載作品一五○篇を対象に懇話

二︑連句優秀作品の選彰

た﹂の十八韻︒特に﹁白燕﹂の非懐紙歌仙等が唱導され︑正に百

外に﹁連句かつらぎ﹂の居待と出花︑﹁猫蓑会﹂の二十韻︑﹁あし

仙では長過ぎるので︑従来の半歌仙︑十八公︑胡蝶︑ソネットの

現代連句をマスコミに乗せるために︑時間と紙面の関係で歌

会幹事一五名︑主要グループ幹事一○名よりの選出理由を付

花練乱であるが︑俳句を知らず直接連句への参加者が増えてい

仲寺連句会と併催

けての五篇の作品を代表幹事︑特別委員草間時彦の再選出結
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郎

る現在検討すべきであろう︒

柴門連句集柴田南雄伍・９和光堂

六歌仙花のさきがけくのいち連句会印・皿私家版

祭宿金子恭子価・皿緑地社

白寿の足跡森月鼠団・８私家版

花泉会の馬嶋春樹︑俳譜寺芭蕉舎の窪田薫︑信大連句会の宮坂

五︑連句の国際化

静生︑﹁俳﹂の宮本由多加︑詩人の大岡信により文音作品が多数

連句のコスモロジー国文学飢・４学燈社

﹁歌仙の世界﹂は山中三吟の詳細な解説を通じての高級な指導

発表され﹁国文学﹂四五○号で山口昌男︑アール・マィナー︑ア

書︒﹁風狂始末﹂は七部集﹁狂句凧﹂﹁鳶の羽﹂﹁梅が香﹂につい

ンドレ・デルテイュ諸氏により近況が詳細に紹介されたが︑計画

ての旧評釈を書改めた良心的な著述である︒﹁連句辞典﹂は入門

手引︑用語篇︑人名篇の外に近代連句史を加えた最近の名著︒﹁連

六︑連句の正式興行
五月十一日清水瓢左米寿祝賀会・川崎住吉会館︑五月三十日都

し﹁連句案内﹂を付録とした︒﹁雪見灯﹂は雪門連衆の二十三歌

句歳時記﹂は季題別︑式目別︑雑句項目別に三句渡りの例句を示

J／

的に連絡を進むべきであろう︒

心連句会︒大山阿夫利神社︑六月三日国島十雨獅子門道統立机．

仙集︑﹁祭宿﹂は慈眼舎連衆の二十七歌仙と﹁七部集への疑問﹂

岐阜せいらん荘︑十月十五日猫蓑会時雨忌・深川芭蕉記念館でそ

等を添えた女性には珍しい著書︒﹁逢花﹂は﹁獅子門﹂若手の連

れぞれ実施され︑又﹁獅子肌﹂﹁国文学﹂四五○号︑﹁雪見灯﹂で
写真入でその式次の実際が詳細解説された︒

句集︒﹁柴門連句集﹂は宇田零雨の高弟木村葉山捌の女性中心の

の会﹂は六十年作品集﹁鹿苑﹂を発行した︒主宰は阿片瓢郎︒

連句︑連句界の諸問題を特集︒同会主催の毎月第四火曜の﹁鹿

㈹連句研究会の﹁連句研究﹂は杜藻翁の業績︑一茶の連句︑文人

八︑主要連句グループの状況

百頁を超える大冊となった︒

なお︑他に連句懇話会では﹁連句年鑑﹂五周年特集号を出版︑三

作品集︒﹁六歌仙﹂は暉峻桐雨門下の東京下町女性連句集である︒

七︑連句出版物の状況

言名著者出版年月発行所

歌仙の世界尾形仇鉦・５講談社

風狂始末安東次男田・６筑摩書房

連句辞典東明雅飢・６東京堂

連句歳時記阿片瓢郎田．︑連句研究会

雪見灯渡辺雄峰田・１私家版

逢花岐阜高連句会伍・３縄の会

−勺句一

㈲﹁連句かつらぎ﹂阿波野青畝﹁かつらぎ﹂の傍系として平易
な語調で連句の心構えを説いている︒主宰岡本春人︒その門弟
柴崎正寿郎は﹁句と連句﹂を発行し俳画も指導している︒

い﹁草茎﹂連句界の長老宇田零雨は毎号百余人の募吟句を厳
選︑その門の宇咲冬男は﹁あした﹂を主宰し月の定座︑三つ物
で克明な講評を続け深川芭蕉庵で連句教室を開いている︒

精織な解説を発表している︒
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㈲季刊﹁連句﹂東明雅主宰は﹁連句の読方︑味わい方﹂で毎号

ダ

㈱﹁白燕﹂での橋間石主宰の巻頭語は俳論の乏しい連句界にとっ

少苓噂篭

畿

て貴重な指針であり︑春燈系﹁丹想﹂も非懐紙俳譜に賛じ佳作
を発表している︒

㈲﹁獅子呪﹂の国島十雨主宰は支考俳論の解説と共に正式興行の

悠を師系とする小松崎爽青主宰の﹁かびれ﹂︑方堂門の美濃豊

保存に努め中京連句の興隆に意欲を示している︒他に大竹孤

月主宰の﹁正風﹂︑星野石雀主宰の﹁摩天楼﹂など︒また︑村
野夏生の﹁風信子﹂は﹁杏花村﹂とは別な新鮮な連句と俳譜論
を発表している︒

､:4",4":

マ

̲f

密

㈹﹁鈴﹂連句会主宰鈴木香歩は十二月四日死去された︒謹悼︒
九︑別所真紀子︵風信子︶は﹁俳譜に展かれた女性史﹂で中央大
学百周年記念長谷川加是閑賞を受けた︒慶祝︒

L､̲箒‑…̲ご

下 Ｉ陸
作

’

連句グループ五十音順Ｉ

八松山・藍の華連句会ｖ

脇起歌仙﹃年忘れ﹄
鈴木春山洞捌

鈴木春山洞

松根東洋城

ひそやかに女とあるや年忘れ
炉の釜の鳴る音を聞く部屋
井門可奈女

″

筍

奉示

洞

白方筍子

河岸の灯は遠くゆらゆらゆらめきて

はぐれ夜鴉ただ一羽なり
落霜紅写す穂先に彩拾ひ
口にひろがる珈琲の秋
ゥふるさとの月さし渡る玻璃の窓

手水づかひに娘かしづく

洞

室示

洞

筍

丁字油をかくれ購めて文托し
小鈴のかるき幼な児の下駄

何がなくても呑める酒なり

洞

筍

″

奉示

筍

洞

豆腐屋の振り売りがゆく屋敷町
井戸替へを月覗きこむ賑やかさ

更衣せし妻は外出

蛍狩あちこちに人群れ遊び
ドライブインで煙草あがなふ

子規を記念の博物館春

訪ね来し伊予のシャトーの花盛り

無病息災神に祈りて丸木一秋

ナォ緑濃き温泉のぐるりの夏近し奈

かへりみられぬ辻のお地蔵奈

耕織る工場に通ふ織姫等筍

襄に濡るる出船見送る筍

火事跡は未だ焦げ臭き匂ひ寒む秋

香りよき味よきうどんつるつると

耳朶あつき愛の畷き秋
沼の水底暗く淀める筍

恋ふたりいつまでもゐる旅の宿奈

郡郭を聴く暁の刻洞

月光の澄める径を俳個す秋

テゥ渋柿の皮剥ぐ繊き白き指奈

傘買ひに走りこむ店奈

鼻が上向く仲のたわむれ秋
門川の流れに心奪はれて筍

若駒はねる野辺の三月秋

花片の湯釜薬師に散りかかり洞

昭和六十一年十一月二十九日首

︵舩・松山市久万台・松久庵︶

昭和六十一年十二月十三日尾

舂不

4o−

八東京・青葉連句会ｌその一Ｖ

﹃立夏﹄

銀答立夏の髪を上げにけり
衿ゆるやかに藍浴衣着て

木村葉山捌
笠原てい子

小田陽子
て

有馬壽子
八島美枝子

陽

木箱に咲かす白粉の花

篝

兎

″

ち

″

篝

ち

兎

陽

峯岸ちか子

長瀬美徒緒

峰尾北兎

窯元の楊貴妃桜散り初めて

いくさなき四十年の月涼し
自販機に買ふ酒とビールと
貝殼をぬかるみに撒く登校路
聞き覚えあるせせらぎの音

きらりと光る拝領カップ

火事跡に重なり焦げし古書の山

旅の一夜を吃る北風

かなしみの涙にぬるる枕かけ

嫁とる話又も立消え

ゥ殖えに殖え十三匹の猫の寺

はるかに渡る刈がねの声
月明かく潮の香の濃き港町

胴のみの鼓残れる古館

仙

夢のごとくに霞む故里

ナォ春の山寝姿山と古老言ふ枝

すぐすぐ育つ島の五つ子陽

絵馬堂に風からからと響き合ひ壽

女流の多き俳句吟行陽

やうやくに離婚話のかたのつき篝

篝

円高などにかかはりはなく木村芳子

記者会見は夫婦揃ひて陽
北欧の豪華客船入港し枝

身一つを赤提灯の止り木に緒
逃げたき人に声クリを
かけられ芳
ー

月餅に舌鼓打つ苦力の餉兎
白萩垂れし首洗ひ井戸〃

ナゥ揺るぎ石揺がせ遊び秋深き

末社のすみの小さき託児所ち
銅像のまなこ古城を睨みゐて兎

放射状なす玉砂利の道芳
花曇りハイネの詩集ポケットに陽
岩間流るる春の水掬むち

酩諏六抹寸︾吐朋什吐申雷︵鯵・内神田︑信交会︶
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歌

八東京・青葉連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃覺替﹄

ナォ川音は念仏のごとく梅若忌
塗絵師ひそと住む路地の奥
漫画字の案内板の立てられし
ミセスが集ふおしゃれ教室
しあはせは夫達者で昼は留守
香にむせびつつ枯菊を焚く

木村葉山捌

峰尾北兎
小田陽子

新聞の隅に載りたるピエロの死

峯岸ちか子

覺替や日の縞あらき女坂
街を見おろす崖の早梅
沖遙か浮ぶニタ島濃淡に
八島美枝子

ぬし

犬も伺ふ主の顔色

土地の陶焼きほそぼそと守り

有島箒子
木村芳子

円高の不況を歎く年の暮

郡郭を聞く山の湯の宿

すぐ泣く癖は母譲りらし
殊更に無月の夜の淋しさよ
草の実つきし服の吊され
一一一好三稜

兎

パンダと遊ぶうららかな朝

退院の明日と決まりし嬉しさに

地図を頼りに山の名を知り

ナゥ秋刀魚焼き単身赴任にも馴れて

ち

42−

老松の翼を拡ぐ満月下

木村葉山

長瀬美徒緒

ゥ渡し待つ列の中なる秋遍路
故里近くそはそはとして
衆参の同日選挙あるらしく

陽

昭和六十一年一月二十日首
昭和六十一年七月十四日尾

ふと口吟む春愁の唄

花浴びて朽ち橋渡る古墳道

オンザロックにほろ酔となる

山

稜

緒

芳

垂壽

枝

駅に貼られし美人裸体画
芸名は恋しき君の頭文字

入れ代り使ふ別荘夏の月
丈を競ひて竹煮草咲き
残り少なき日数借しみて

遊ぶにはよき地とはしゃぐ子供達

霞の奥に消えてゆく過去

洋行を前に記念の桜狩

山緒稜篝芳陽枝兎ち山緒稜壽芳陽枝兎ち

八仙台・青葉城連句会ｖ

ナォ発刺と帽子目深に入学児

期待こめたる同日選挙

その影も爪先立ちて接吻ける

木枯に聞けぬ噂を恨みいる
娘ふたりの屋台のおでん

歌仙﹃曲り家﹄

迷信を笑えぬ弱み世の常か

さっそくに運賃値上げ申請す
結果如何にと立ちっ座りっ

佐藤ちよ子

小野寺妙子

七転八起いつまで続く

佐々木志遙

手入れ始まる裏の種池
鈴木文男
鈴木雪美

土砂流れむき出しの岩月冑し

曲り家の曲りに残る雪解かな
にしん群来村民の夢託されて

遙

満願の日の懸け絵馬の前

なお遠し二十二階の居待月

長田雅道

萩散り敷きて染まる坂道

ナゥ秋の灯に折り目ほころぶ地図ひらく

食べ物文化移り変りて
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山肌荒れて進む開発

どこかお父に似ている案山子

ち

妙

ゥきわまりし夕焼け空に雁のこえ

お玉お玉と大切にされ

黙さねばならぬ恋ゆえせつなくて

咲き満ちて風をあやぶむ花の里

老いし夫婦がたどる思い出
漢方の薬はいつもはなさずに
道

美

男

遙

来春約し野がけたそがる

こそり見に行く合格発表
流行の受験産業オンライン

暗証番号１２３４

妙

蛍飛び交う故郷の川

ち

僻榊誌什一罐に朗二十斗叩藷︵文音︶

月涼し降りる人なき無人駅
手づくりを売り物にして市並ぶ

美
道

男

カルチャーブーム母もわたしも

曲水の浮き盃に花ひとつ
北上の野の遠く霞みて

ち道美妙男遙妙ち道美妙遙道男美ち妙遙

八東京・あした連句会その一Ｖ

胄嵐峡の日輪吹き散るか
幟の数のふゆるこの頃
弟より内辨慶の兄にして
おとぎ話のつぎを催促
安藤正

福井篤

歌仙望月当風﹄
宇咲冬男捌

月祀る千代紙の店開け放ち

岩本政

宇咲冬︑

路地に小菊のひそやかに咲く

岩松光

阿部朝

成田淑

岩城順

堀富

古里遠く祖母を偲くり橘高弘子

ナォ地酒くむ木の芽田楽蜆汁枝

心こもりし歌集配られ篤

犬猫も一座に加え喜寿祝う晴

髪かきあげて合わす唇

業平が好きで埋火かきたてる山一兀志津香

窓辺に汗し物を書く人光

河下る舟影はるか消えゆきし淑

たけし君首振りながら笑わせて篤

張子の虎のおし黙りたる富
唐風の小倉の城に昼の月弘

駅の鏡に写す総身

松の手入れの済みし枝振り
ナゥそぞろ寒病み伏す父を看取れずに光

穀雨にけぶる刻の流れの久

送られてお召列車の離れゆく晴

ふいに渡り来維子のひと声萩谷悦子

片隅に仕舞いかねある花衣男

恥耐誌拝一︾結盟一汁玉肥崖︵紗・深川芭蕉記念館︶
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松沢晴

向桃割のくったら市に初々し

挟にいつか付け文をされ
困惑の家庭教師の大学生
すでに始まる就職戦争

無神論者も神頼みする

円高を手玉にとれる人もいて
庭石にぽつねんと佇ち月今宵
しじまの奥で猪おどし鳴り

これも偽もの良寛の軸

次の間の墨の香流れ秋深む

暗がり峠今もうららか

行脚僧花に従い道定め

晴光一久子朝美朝篤晴篤子枝一子子美男

八東京・あした連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃暖炉燃ゅ﹄

海鳴りを何故か聰きたし暖炉燃ゅ

折々菫る鉢の臘梅

名苑に民芸品のひさがれて
似たる父子の技は豊かに

宇咲冬男捌

宇咲冬男
西原岩子

中和枝

マ

桜沢マサ枝

山石

和

観劇の昂ぶり仰ぐ望の月
塒出の麿の高きひと声
ウダム底と決まりし村の木守柿

鈴木幸子

仲々消えぬ手まねするくせ
﹁釣狐﹂月に悴むこともあり

和

幸

幸

四石

男

″

円空仏の笑みつづけたる
銘刀を尋ねてみれば香港で

豪華ョツトに誘惑の閨

飲み明かしたる冬の温泉
突然の転勤内示いかんとも
人行き帰るきさらぎの果

幸

夏薊国際結婚はかなくて

入学式の支度ととのう

和

マ

和

出不精に花前線のひたに来る

ナォ昨今はリフォームばやり新商売マ

手なが足なが猿真似ばかり和
里神楽おどけてさみし面の下マ
居並ぶ子等に供物分け合い幸

耕織っては誰も及ばずマ

したわれて天寿まっとうしたる慈母岩

一徹の性に真赤な水中花男
胸を焦がして遠雷を聞く幸

宅急便で荷物送らす和

うす墨で書きしごとくに恋槌せてマ

金木犀のふいに匂える和

標札の横文字となる月の街岩

へそで見分ける饅頭の中マ

ナヴ天山へ空を切りたる秋の駒岩

テープカットの新しき橋幸

慶応の老舗ののれん守り継ぐ和

胡蝶舞い込む開かれし窓マ

花筏ひねもす途絶うこともなし男

昭和六十年十二月十二日首

︵齢・熊谷ニットーモール文化教室︶

昭和六十一年十月九日尾
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八東京・あした連句会ｌその一一一Ｖ

歌仙﹃発春や﹂
宇咲冬男
関根雪子

宇咲冬男捌

若水汲めば仔牛誕生

発春や空にみなぎる地の気息
長寿村傘寿の人はざらにいて
男

蓮見林

加藤田鶴子

兼題は観月とあり酒ぬくめ
萩は静かに闇となりける

熱心に聞く文化講演

ワ子守っ娘故郷へ泣きに行く白露

田

山司英子

千

″

林

清水うた子

田

幸ヨ

英

千

林

岩上千枝子

金歯銀歯を見せるおじさま
アパートの合鍵失くしうろうろと

ばったりと遇う幼な友達
密室にお好焼の焼け焦げて

雪折の音ときに激しく

北陸に北前船のよみがえり

夏満月に汗を拭き拭き
賑わえる鬼灯市の浅草寺

辻交番に羅宇屋のこれる
今朝もまた机の上に花挿され

卒業の日の歌は泪に

ナォ黄砂降る人の世の道見透せず千

医者になれずに板前修行英

料亭の若きおかみに思われてう
みだれ籠には何も入れざり林

潮騒の耳に夜通し月見草雪

新幹線の駆けゆく速さ千

土井たか子女性党首の名を射とめう

赤いブラウス飾るウインドウ林

下町に家内工業生きていて英

お稲荷様に絶えぬ鈴の音う

いつの間に森をぬけたる二日月林

不意のお客に出す菊膳英

ナゥ樽入れの古式ゆかしぐ秋麗らう

中流に慣れ心の時代田

友禅をほどきて紡ぐ夜会服雪

昭和六十一年一月十六日首

北窓開き佐保姫の現る千
刻深め湖のおもてに花しきり男
遙かに点となる場雲雀う

︵齢・熊谷ニットーモール文化教室︶

昭和六十一年十二月十一日尾
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八東京・あした連句会その四Ｖ

﹃日を溜めて﹄
宇咲冬男捌

三澤律乃

清水千代子

宇咲冬男

静かに眠る冬の庭石
柴崎絢子

小久保以久

久

千

柱時計の鳩の啼くなり

島へ渡れば竹の春なる

男
絢
″

千
久

乃

乃

千

久

千

お疲れと東踊りの舞台溌ね
手桶に掬う月のおぼろな

絢

薄絹を剥ぐ遠き山脈

子が置きし巣箱のいつか忘れられ

辻堂に立つ占いの人

予期もせぬ大きな虹がかかりたる

姉さん女房三度目の式

義足の金具きしむ悲しさ
君がため心の扉ノックして

ゥ身に入むる昔を今に戻したく

波の間にぽっと浮かびし望の月

六角の積木のお城夢ありて

日を溜めていてっはぶきは炎えぬ花

仙

寒桜咲くはいずこか花暦
気の合う友と燗酒を汲む

けたたましくも非常ベル鳴る千

ナォ瀬を渡る風音ふいに途絶えたり久

哀愁の園肩を抱き合う乃

約束の時間気になる映画館久

とかくこの世はままならぬもの千

虎が雨大川の橋濡らし過ぎ絢

我こそはニューリーダと名のりあげ久

犬好きな人猫好きな人男
そぞろ歩ける城山の道乃

文庫本買いて戻れば漱石忌絢

月の出をさそう笛の音遠くより久

係累集う孫のお祝久

軒の蓑虫ただ揺れていし絢
ナゥ白帝の都の中の宮の杜乃

水ほとばしる春の曙久

焼物の五三の桐の家紋耀る千
張り替えられし雪洞の列乃
真夜中の千鳥が渕に花の精男

︵齢・熊谷一一ツトーモール文化教室︶

昭和六十年十二月十二日首
昭和六十一年九月十一日尾
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歌

八東京・あした連句会ｌその五Ｖ

百韻﹁大且﹄
あした二百号

大旦五月へ刻の溢れ出し

宇咲冬男捌

宇咲冬男
大谷幸江
白根順子
樋田初子
田中悦子

全身で寒の波聴く炉辺に居て
スケッチブック膝にひろげし

傾きかけし宝筐印塔

詠み続けいし和漢朗詠

父祖の地にいまも抱けるふたどころ

団十郎の襲名の春

舞扇散りくる花のかぐわしく

河口に船のせわし行交い

一一ォ雛段の官女の吹ける夜半の笙

愛が浄めしくらき創痕

ブラジャーに隠され麻薬持ち込まる

幻のどと雪の声して

聖樹の灯祈る二人の寧らかに

文

木暮万里子

とぼけ顔する爺のいつぷく

しんしんと埴輪の馬の東てし耳

露をふふめる露草の節

窓さわやかにパンの焼ける香

朝刊のはじめの頁飛ばし読む

錦を飾り帰る青森

一体さんが樺をかける

襖絵の虎と達磨に睨まれて
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ぴんと張りたる伊勢海老の髭

はるばると道ひとすじの伸びゆける

代文子

ゥ母の背の齢を重く冬支度

順

打

白々と有明月は塔の上に
柿のっぶらに斑鳩の径

江

果の果まで人のつづけり

牛乳風呂がうける民宿

万

斉藤八千代

新酒に酔いて踊るかっぽれ

ニゥ並び立つ案山子の貌も世を映し

蒼きまで地にしみ透る玉兎光

ジョニ黒とギター・ポーカー・花札と

代

わが子見てあなたどちらの方ですか

斜にかまえて紳士白髪

文

″

代

学会へ世界縦横かけめぐり
ところによって前線通過
紫陽花の紅濃くなりし女坂

氷じるこに舌鼓うっ

時烏山の端へ月いざないて

￨￨頂ノノ初文初男江順文初江順文江万文江初男万江ノノ順

日本史も古典も漫画少年誌
うつろう季の埋火を掘り
冬月の娘を嫁かす父に差し
愛媛みかんの荷積さる頃
肌荒れと喉の痛みに悩まされ

両立させる歌手と教授と
定宿に書斎と同じ伊万里焼
炎えあがりつつゲームもつるる
風に乗る落花とどめる術なくて

初猟の鍋ぐっぐっと煮ゅ

あれよあれよと秋の洪水

一一一ゥうそ寒く旅館の火事の後断たず

手足のとれたおもちゃいろいろ

ひもときしノアの方舟創世紀

豊かにも儀式のあとの円舞曲

令色に伍す東てし男ら

英国の妃のやわき微笑み
城跡に気品あふれる冬薔薇

捨てきれぬ腿せし写真に冴ゅる月

ペットの犬が蚊帳に入りこむ

戦争孤児はちちははの夢
動物に血液型のありや無し

夕顔咲かせ行き止まる露地

逃げまどう庭の花火の爆ぜにはぜ

金塊埋めし古文書の地図

ナォ三年も病み祈祷師にたよりきる

政治家の男の野望むきだしに

彼方の沖に生るる不知火

銀座のママにやさしすぎたり
真夜中を胎児の霊に覚まされて

色よく漬かる秋の茄子の

朽舟にかすかに鳴くは草雲雀
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はじめにかえる畑打の畝
二一才丘重ね八十八夜の霜光り

やわき綜と柱の疵と

逃水にアン・ドウ・トロワしなやかな

紐のもつるる赤き編みあげ
宝塚やめねばならぬはた慕情

女にもどる鏡の素顔

港町銅鍵にくゆらす巻たばこ

しずくをこぼす吊忍はも
雨蛙北斎も来し寺で鳴き
ペンキ塗りたて厚き片陰
お上りさん公衆便所さがしかね

横文字ばかり並んでいたり
月光の椰子の葉かげの笛太鼓

江男文順初江順文男順文初江順文江男初順ノノ初悦順

柳

青

よ
し

文初文順男文順ノノ文順ノノ男初文宏文初宏順文江初文

爽かに子は付け下げを選びいて
肩にもたれて聰くセレナーデ
閨の闇消すに消されぬ齋香の香

土をゆたかに胄陽の村

するりと逃げし水彩の珠
西安の城門いまも月おぼろ
ナゥゆったりと蛇穴をでてとぐろ巻く

5o−

いがみ解けたる嫁と姑
霜柱石臼庭にころがって

冑き
て万
万葉
葉︵
の春
きを
を踏みて

いつより失せし華族の誇り
永き日の綾に小袖のっづれ織
鶴引き去りし湖のしずけさ
水の精とある夜花の精となる
昭和六十年一月十七日首
︵舵・熊谷ニットーモール文化教室︶

昭和六十一年十一月十三日尾

順男文初順男文ノノ初順文初〃順

八大阪・あしべ俳譜塾ｌその一Ｖ

歌仙﹃栗拾﹄
片山多迦夫捌

鶴

片山多迦夫

大堀鶴侶

色なき風に浮ぶ弦月

裏戸出てすぐに山あり栗拾
鈴虫を育て老舗を守りたてシ

鶴

迦

国際電話すぐにつながる

アォ離れむと伸びっ縮みっしゃぼん玉

息づまる政変劇のテレビ見て

團扇うばひて煽ぐ首筋

鵜飼待つ舷にみな酔ひし顔
ゆらりと峯を出でし満月
海溝を母国目指して鮭の群

秋にはふゆる新婚の旅

鈴の緒ゆる易風のすがしき

健かに被爆二世の娘も育ち
挑むが如き美人タレント
放埒の果ては必ず修羅の道

専務といふは番頭のこと

鶴

迦

たそがれの赤提灯に誘はれて

鶴

迦

鶴

銘菓代々紺暖簾よし

火の山の噴煙今日も空を染め

里に降り来る烏のもる声

七日尾

一十八日首
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冷房に押す扉引く扉のみな重く

汗を拭き拭きす塾るきしめん
ゥ入港の船を見下すグラバー邸

迦

色と欲との二人連れなり

大老の別離の歌碑に花ふヌき

ナゥ酒蔵の匂ひそこらにまつはりて

一の裸婦に憶ひ出

不景気は春までといふ初荷積み

鶴

迦

モヂリアー

風花に見る絵馬のさまざま

昭和六十一年五月

昭和六十年九月

近江の国に春の虹立つ

月寒く城のやうなる新庁舎

郷三四朗

迦

一一一

鶴

迦

蹟きこけし非常階段

不気味なりハイテクノロジイ極まれば

箆でほじくる考古学徒ら
海の匂ひの浬藥西風吹く

天気図に書き添へられし花便り

迦鶴三迦鶴三迦鶴三迦鶴三迦鶴三迦鶴三

八大阪・あしべ俳譜塾ｌその二Ｖ

歌仙﹃牡丹﹄
肝冷しけり杜鵲一聲

牡丹に据ゑて大甕愚の如し
梅雨晴れのどの辻よりも城見えて

日窓より呼ぶ人は誰

復元なりし八幡船漕ぐ

ナォ上ったり畳二枚の奴凧瀞

指折って数へん人間文化財瀞

迦

硯逆さに磨って叱られ迦
方丈の欄間を這へる大守宮涛
宙に懸りて泉石の布置迦
また蚤びの花ちる宵を君は来ず瀞
泪とぞいふ沈香を住く迦

天皇の御在位こ鼻に六十年瀞

空蒼かりし敗戦の朝迦

芋掘りに行きしが月の傾くも瀞

何訴ふる露寒の猫迦

ナゥ尼寺の八ッ時告ぐる魚板鳴り瀞

名人戦は半目の勝ち迦

いたいけの強ひて通さぬ通りゃんせ蒋

混血の子の瞳美し迦

花咲いて日本の如きワシントン瀞

復活祭の空へ鳩翔つ迦

蠅諏蒜什一辱嶬朋二廿作申澪︵齢・賀雀庵︶
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久潤は月の出潮の香散の中
竹焚く音のさむき外風呂
ゥ雪女郎見しとて家に閉ぢ籠り

報恩講の隣賑はし

仙崖の画を蒐めたるカレンダー

有吉佐和子惜しき早逝

忘れめや白良の浜の銀砂子
オンザロックの酔がせし恋
連れ添うて金婚の賀の月仰ぎ

秋を寒しと懐に手を

切支丹衆いまだ健在

渡舟呼ぶ大淀の水や塗澄みて

塔ふたつあり烏雲に入る

花の寺時じくの鐘撞かしめず

吉片
岡山

梅多

瀞迦瀞迦瀞迦瀞迦瀞迦瀞迦浦迦瀞迦瀞夫

迦

ハ逗子︒あらくさ連句会ｖ

歌仙﹁山茶花﹄
山茶花の門を掃きゐる夕心
古きこの家に鳴る虎落笛
大寒の地球儀は海ばかりにて
青磁の皿に盛るはワッフル

草間時彦捌
草間時
内田英

柳田聖回

笠井ま

鈴木壺三

北澤

ナォぜんまいの雌草の料理味のよさ

常連でもつ小店にも春

日記には何事もなき晴れと雨

うまくやったと思ふうかつさ

狂言を見ての帰りの恋狂言

終には鬼に変はる姫君

鳶の輪に届かぬ谷戸の胄嵐

慈雨の中なる松たくましき

誤字脱字當て字だらけのダサいぶり

︵齢・内田庵︶

．｡

わが公達は栗さへむけず

この幸せは癖になりさう
水没ときまりし村の月今宵
どの窓からも見ゆる鯖雲

ナゥ秋祭り南部の馬も肥え過ぎし

あてどなきなり旅路行方は
母の日に母を訪ねず臥りっシ
ニと二で四とならぬ世の中

初花の植物園に子の満ちて

胄芽の微塵日々にふくらむ

昭和六十一年十一月九日首尾

−Fう

を英王英を王宏葭を宏英

を宏を宏葭王ノノ

山の端を押しあげて出る望の月

千住の先は草加越谷

ウカラオケに蟠蝉和する田舎バー

口説の汗は冷汗ぞかし

目の前で耳飾り揺れ通勤車

寒月のもと別れ話に

年甲斐もなくと女房にどやされて

磯の香の立ち初めて冬終りけり

ひたすら願ふ内需回復

置き傘のたまりて今日は二本持ち

詩作專念鞄忘念

下手な鶯またも裏庭

鈴の音のお遍路さんに花吹雪

を英王葭宏を夫彦
宏英王宏王葭英葭王ノノ

八東京・市ヶ谷連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃梅雨晴間﹂

引越しのそば券もらふ梅雨晴間

抜かねばならぬ羽目の十薬
細谷戸に平家蛍ののこりゐて

あぶなく渡る朽ちた橋桁

伴野溪水捌

橋本多佳子

伴野溪水
野ロ里井
宮下太郎
山本朝子
岩崎泉溪
阿部喜美子

月光のあかるく古書を読みあさり

露ふみしだく指貫の裾

水

ゥ秋祭塗下駄何かおちつかず

万年筆で書いた恋文

井
太

小田原で逢うて熱海の一夜妻

濃化粧して銭の勘定

泉

朝

母の愛嬰児かばへる山崩れ
雨にたたられ足りぬ献血

太

一旦ロ

泉

瀬戸火鉢昔のままに炭ついで

ごみはあしたと回覧がくる

木陰の羊歯にもれる寒月
何ねらふ耳のちぎれし烏猫

多

朝

水

北国の山里花の眞盛り
パス停前に草餅の店

植物図鑑くりかへし見る喜

ナォ煎定のすみし黄楊の木船に似て水

一心不乱滝壺の行泉

トンネルで抜かれるといふ高尾山太

農協からの貯金勧誘水

蚊帳つれば夜風にゆるる郷里の宿朝

文楽人形恋の道行喜

屋敷林切り佛はれて変貌し朝

洋装にきらきら光る耳飾井
四十を越えて美しうなり太

竜門諸仏爽かにして泉

月清く雲うつりゆく夜半すぎ朝

ナゥめづらしく秋蝶双っ舞ひ狂ひ水

舂雪想ふ出稼の父井

湯呑に描ける音羽屋の紋多
看板の一膳めしは昔にて喜

舂燗漫の歌にカラオケ朝

花夕べ車座の酒なくなりて太

蹄岬蒜什一雲托朋什に肥蕗︵齢・白金︑市ヶ谷︶
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山蝉の道うねうねと続きゐて

一つ眞胄にあじさゐの毬

引越の箪笥もちこむ梅雨晴間

水

芥川良美

鈴木春山洞

守口津夜子

伴野溪水

八東京・市ヶ谷連句会ｌその二Ｖ

最終便に乗りおくれたる
国境の標識新らた十三夜

洞

津

歌仙言引越﹂

サーチライトが霧をまさぐり

伴野溪水捌

ゥ浅間嶺のふもとひろがりホップ摘む

水

津

良

英吉利乙女肌の白さょ

刻を告げゐるはるか鐘の音

水

暹しき馬上の君は許嫁

放映は球児のきそふ甲子園

洞

水

津

良

鎮守の杜を抜ける狐火

場外賭博横行の群

借金をふやして買った耕転機

良

酒岬る屋台のうへの月寒く

論議の未の米価据置き

津

洞

新入生の服はだぶだぶ

黒船の来航記念花開き

水

津

ナォ春の夕カレーライスに目がなくて水

億ひださるるおふくろの味良

小川で洗ふ午善人参水

蝋倉のつづく町並寂びまさり

蠣娼に侭かるる戻り路をゆき洞

夜の端居にはずむ怪談良
砒の紅隈艶に舞ふお七津

崩れし髪に帯のもつるる洞

円高でビル安く買ふニューョーク

広告塔の廻る街角津

縫ひいそぐ絹物仕立月更けて良

足音高く帰る夜学子津

ナゥ秋日和古本市の賑はひに良
暖簾かけかへ弾くそろばん洞
国鉄のなくなる年の近づきて水
直すつもりの玩具ばらばら津

名木の枝垂る塗花をあかず見て水

光をまとひとべる蝶々良

昭和六十一年六月二十九日首
昭和六十二年一月二十七日尾
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ハ市川・市川俳譜教室ｌその一Ｖ

歌仙﹃秋郊や﹄
今泉宇涯捌

鈴木良

今泉宇

秋郊やまつ赤な自動販売機
ほつほっ暮るる漬え藁塚
都筑智

松村武

月の出を待つ人形の髪撫でて
コーヒー飲みつ冗談をいう

頭白き同期の旅も五年振り

藤井晴

夜中に呑みしお銚子の数宇

ナォうつむいて春の風邪声小さくする武

とみこうみ夢のさ中をさ迷いて良

半歳かけて原稿を撰る宇

国鉄という名の消ゆるとき晴
遠き山近き山雨ざんざ降り武

氷柱にしるき口紅のいろ武

自転車のペダルひからせ渡る橋良

野分晴ゆく魁夷の白馬宇

寒燈のあからさまなる乳房にて宇
そのあとしばしＡＩＤＳ恐るる良
落鮎の斑のさびさびし串刺しに武

せせらぎたかき旅のうたたれ智

ナゥはるかなる森を浮かべる月の影良

心中のつもりの相手現れず晴

立ちつくしたる崖の老松宇
濃淡の雲にかなう花の雲智

昭和六十一年十月二十五日首

︵齢・市川俳譜教室︶

卒業式の瞳みなよき武

昭和六十二年三月十日尾
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真珠筏に風花の舞い

ゥ芭蕉忌の大き庭下駄角あまし

手をふれ合うも他生の縁
恋人にサーブするどく打返す

若菜集よむ日曜の午後

垣根越しカレー匂わす裏の家
軽鳧の子わたる水脈の消えゆく

警笛の彼方に浮かぶ十日月

掌にあるどんぐりの艶

マル優の心がかりに秋遍路
巨大な気球のっそりと航く

花満ちて九段濠端・大使館

復活祭にサーリーの人

智晴宇武晴宇武子智武宇智武宇子雄戈涯

ハ市川・市川俳譜教室その二Ｖ

歌仙﹃春の雲﹄

眼下おぼろに森と湖
都筑智

松本秀

今泉宇

菫咲くセカンドハウス窓開けて
郷み

高度一万いのちが据わる春の雲

テニスコートにひびく歓声

上谷日日

ナォ初蝶は風の落差によろめきっみ
大学ノートにへのへのもへじ昌

新宿の音が右から左から宇

あずさ一号待つ山男秀

毛糸帽色違いにて編みくれし智

覚めては瘻く愛の顛末み

新婚のダブルベッドに医書その他昌

沖遠く航く白き客船宇

脱サラの波止場ちかくの珈琲店秀

懐中深く写経秘めたり智

パソコンの不得手の指に月さしてみ

世紀末へと紅葉且つ散る昌

ナゥ火も息も滅入らむばかり病蛍宇

奥の院までつづく石段秀

三毛猫の身軽に飛びて鈴鳴らす智

電子レンジに急かさるる朝み

遮断機より花の校門目指しつつ宇

松籟匂う陽炎の街昌

蹄碗誌什一辱畑朋斗十一朋霜︵文音︶
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ひょろひょろの木に三日月がひっかかり

淋しきときは秋刀魚を焦がす

んとしみる唇の傷

ゥ酎ハイにきゅつとかぽすを滴らし

じ

ウインクを交して宵の街外れ

誰がために解く塩瀬の帯を
古伊万里の壺が妖しきひかりもつ

打ち砕きたき衝動のあり

お中元には水の缶詰

伯母連れて避暑地の月のレモン色

春の狸とおぼろの狐

円高も同時選挙のどさくさに

水尾ひと筋に俊寛忌とょ

振り向けば人消えうせし花の幹

智秀宇昌み智秀宇昌み智秀宇憲や子子涯

ハ市川・市川俳譜教室その一一一Ｖ

歌仙﹃秋風の巾﹄

眼鏡拭いて秋風の巾たしかむる

一茎一花月に酔う庭

置床の茶掛の馬も露けくて

新人類のとりあえず論

寒卵割れば孤島の音のせり

日毎夜毎に太る氷柱

今泉宇涯捌

今泉宇涯
島根岳堂
伊藤藪彦

郷みや
牧野厳

ナォ合格の決定通知来りけり澄

プラス・マイナス・パソコン時代幸

親鶯の他力本願今も生き夢

決断成りし腎臓移植春

万緑の中銀輪の群がゆくた

二重の虹は徐々に薄れて一一弄俊郎
とんとん

童童と命名されしパンダの仔夢

吉祥天の顔ゆたかなる厳

この頃の世相は夫を棄てる妻藪

かまぼこ板の表札を出しみ

遠き日を埋め花野の月代に幸

夜霧にゆれし案山子の衣夢

抱き寄す肩のよよと崩れし

乙女どころに安らぎ祈る
原宿の改札口で待合わせ

大柿舂野

厳

藤川澄子

ライン河さくら・さくらの唄流れ宇

ローマの朝のレモンの香り幸

石渡夢八
鉄山幸子

酒のまま海へ吹かれて鳴る太鼓

須佐たけしげ

ウキャッシュレス・カードの波に乗りかねて

火の見櫓の赤さびて立つ

み

ナゥ新米を宅急便で送らせて澄

政界をスリップさせて東てし月

宇

杉山きよ女

大臣の舌禍鴨を走らせ

藪

蠅岬誌什一蓉札二朋三印鑑︵齢・市川俳譜教室︶

踊り明かせしおぼろなる街夢

ジェット機の偏西風に乗ってゆく厳

初孫祝う膳のにぎやかた

この宮の玉垣に名を刻むくし
木の問がくれに能舞台みゆ

厳

幸

おとど

雪洞に花しらじらと浮き立ちて

藪

さわら

さわら

椹の桶に鰭一匹
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ハ市川・市川俳譜教室ｌその四Ｖ

歌仙﹃憲法記念の日﹄
今泉宇涯捌

伴和子

今泉宇涯

迎賓館に春の虹立つ

噴水の芯鳴る憲法記念の日
サミットの声明文に海胆裂けて

湯橋喜美
富樫泰子
尾高せつ子

小田夫佐恵

石渡夢八

しどろもどろの指の先なり
ひとり居の月見の盃の濁り酒

窓よりのぞく蟷螂の影

一三巨

ゥ秋気満ちジョギングのいま和やかに

泰

夫

せ

久礼ちえ子

宇

泰

肌の色違へどここに五十年
夢と過ぎにしでで虫の道

夫唱婦随の塩の饅頭

普陀落の海かはるばる凪ぎわたり

原発事故の恐慌の果

和

魔の雲をようやく逃れ月凍つる

上野の杜をかこむ凧

一三百

夢

一三百

開門を待って長蛇のゴッホ展
サインの文字の真偽たしかむ
﹁菜菓﹂といえるおぼろなる菓子

花の夜の社交辞令に疲れたり

ナォきりきりと都踊りの幕ひらく夫

自由の女神百年祭にち

イギリスの豪華客船入港すせ
オセロゲームに時を忘れて和

眼帯を取れば遠くに降れる雪喜
足跡残し犬の去りゆく牛尾清子

古寺の芸にひびく観音経喜
艶間おおきうら若き後家宇

町中に小唄の弟子のどっと殖え泰

鏡に書いた口紅の文字夢

山の端をはなれ切りたる十日月和

帰る燕の高さ保ちて喜

ナゥ装値の好みに合いし萩こぽるち

次第にっのる俳譜の熱宇
いつの間にインクの染みのひろがりし泰
失敗ばかり老の悲しさせ
供養とも花の宴とも卒寿かな宇
大霞しておうと突く模喜

昭和六十一年六月九日首
昭和六十一年十月九日尾
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紅葉﹄今泉宇涯捌

ハ市川・市川俳譜教室ｌその五Ｖ

黒羽吟行記念

半歌仙﹃冬︑

この道やはせを尋ねて冬紅葉
焚火の跡をしかとたしかめ
久礼ちえ子

今泉宇涯
湯橋喜美

柱時計のろんろんと鳴る

飛ぶ烏は夕陽の中に消え失せて
小田夫佐恵

尾高せつ子

小倉と︑し

石渡夢八
牛尾清子
富樫泰子

伴和子

宇

いざよいのひかりに濡るる古畳

日展めざしここに十年

落合う先は羽田空港

ゥおとがいを締めて紬の秋袷
急激なエアーポケット抱き抱かれ

海沸き山裂け恋は燃ゆるも
一ところ光芒曳きて夏の月

一旦目

ち

せ

汚染指数の徐々に高まる

泰

葵祭の牛あがきおり
大店の厨に飯のふく匂

ゴルバチョフ来日するは噂さにて

︷子

和

執筆

栓抜かずおくウオッカの瓶

黒羽の花の篝を賞ずるべし

狐の化けし大亀の鳴く

︵鯵・ペンション那須黒羽︶

昭和六十一年十一月二十九日首尾
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ハ伊東・伊豆芭蕉堂連句会ｖ

歌仙﹃落し水﹄
落し水峡の水音誘ひけり

煙り漂ふ月の炭窯

赤い羽根胸につければ胸張りて

石渡蒼水捌

稲葉登代子

木部蒼果
石渡蒼水
鈴木静子
飯田品子

わらし地蔵に笠の一蓋

ナォ遍路通る水の夕焼は水の精

ゆりかもめ翔てば千羽の日を返す

富士真向ひに撮す一団

いくさびと

軍人の兄は還らじ銀河澄み

咄しの端に覗く縁談

故郷失ひ父母は老けこむ
雨模様早目に閉める小商

呼ぶ口笛に応ふ口笛

片笑窪の少女働き惜しみなく

屋根に柿落っ夢は正夢

夜々の月掌にのるほどの平家村

疲れを忘る旅の大風呂

ナゥ帯になり鉤にもなりて渡り鳥

さすらひの犬も落着く火の島に

日のある限り烏の噸

ピアノの調べ大人びてくる
花吹雪昏るるに惜しき峠茶屋

昭和六十一年十月八日首尾
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膝正す子に解く京菓子

工藤珠己

伽出志げ子

日盛りは老の身いとへと文の来て

風鈴鳴って開く水巴集

士心

静

ゥ島巡り流人武将のコヶシ買ふ

向ふ鏡に写る妖艶

果

杉本すみ

ＯＬはリフトに流す黒い髪

牛の背を越す雲の一片

珠

水

牛田幸子

里見きノ︑え

静

水

勝又愛子

道具屋の時計は確か刻を打つ

寝呆けた眼起きて直立
頓狂の声が押上ぐ冬の月

五郎十郎墓は枯萩

新聞の明るい話題探しては

仔馬の跳ねる牧はのどけし

今か今かと産声を待つ
旅人と渇きを癒す花の下

内

絹

山

絹品幸愛登絹す果愛志水子登志す静水果

ハ茨木・茨の会その一Ｖ

祝〃スペース文苑″開設

歌仙﹃国語教室﹄
川崎彰彦
米満英男
近松寿子
天野律子

近松寿子捌

向うの峰の尾根のかそけさ

長田喜代治

沿線の国語教室風光る
陽炎を負ひ人ら集ひ来

芒を振れば揺る猫の髭

観潮の船を操る眉あげて

某旧居閉ぢられてゐて月あかり

律

寿

英

︾竪

小寺勇

弦楽の音の甘く漂ふ

ゥとんぽうのしばらくをりてついと発つ

夜を徹し君と踊りてほてる身よ

夢も重なる暁の部屋

一二宮

昭和の御代の俺は世之介

勇

泰西の名画あぶな絵さも似たる

彰
英

ふところはすっからかんの夏の月

文芸といふ明き手花火

勇

律

一旦再

寿

雨の倉庫の粗塗りの壁

未完稿収集資料の乱れ積み

清紫に準ず行く春の才

鬼となりっかのま浮ぶ宵桜

一時帰休の屈託の果彰

ナォロ笛の細く透りて冑き踏む英

失除の妻が遣した肌着焼く律
煩悩愼志めらめらめらと寿

あっけらかんと婆の洗濯喜

膀あれば陰もあるはず冬の像勇

日の沈みゆく日の出山荘彰

お呼びなきままにお呼びを待ち佗びぬ英

大根をうすく刻みて酒酌まん律

飾り硝子に彩そへる蔦喜

群れる雀の個性おもしろ寿
立膝で爪剪りをれば昼の月勇

株の暴騰三面記事に勇

ナゥ賑ひは聖十字架の祭とか彰

幾重にも包みふるさと特急便律

濃いめに滝れる午後の珈琲喜
花影を印しきし目の温かく英
あふれ弾ける蛸叫の玉の緒寿

︵舩・スペース〃文苑〃︶

昭和六十二年四月十三日首尾
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ハ茨木・茨の会ｌその二Ｖ

歌仙ご人旅﹄
林喜代子

伊藤妙

掛稲や湖岸をめぐり一人旅

月の明りを頼む街道

︾﹂

橡の餅つく土地の娘のみめょくて

妙

宣自

辻岡久子
小倉泰子

都言葉の未だ残れる

久

ナォ去年賜びし蘇妨の色の一かさね久

久

身をかはし入る質屋ののれん喜
行き交へる人ら幸せさうにみえ泰

遭難現場へとばすクラウン妙

土用波をさなき恋も流れさり

干潟に残る越前水母喜

揺れうごく女心に夜の電話泰

にはかに槌せてダイヤの指輪妙
紅葉忌わざと古風なひさし髪久

駅への道を秋蝶もつれ喜

すが

転勤の荷を片寄せて月清し泰

お江戸ぐらしに遂になじめず妙

ナゥ別續のカウンセラーへ良く通ひ久

新しき靴又欲しくなり喜
働けど楽にならざるわが暮らし泰
破れ壁うつす苗代の水喜
遅き花見る人なくて散りかかる久
飴蕩として渡し場の舟妙

駝岬誌汁一一一雲叫朋崖︵文音︶

ゞ

胸ぽんと打ちて出でゆく更衣

止むいとまなき巣燕の声

妙

泰

一皇宮

久

妙

一旦宮

泰

久

妙

一塁自

泰

ワ朝食はテラスでいかがロゼワィン

贄沢は敵いいえ素敵よ

残り香の沁みる吸殼捨てかれつ

身分違ひと思ひ返すか
父母は系図正しき厩の出
潤む目に映ゆ万両の朱

隠れ家の背戸閉したり寒の月
よりつ

日本刀を磨ぎ澄ましては
一心に凝れば依儘く狐神
ひょっとこ顔のぬっとあらはれ
ぎぬ

春の蚊はらふ打衣の袖

端坐せる野点の客へ花吹雪

−b刻一

ハ高砂・黄鐘連句会ｖ

出花二早儘由の﹄

綜の味の母ゆづりなり

草笛のきこゆるごとき手紙かな

いまをときめく宰相にして

縦横の包の紐をするすると
ひとならびの灯は沖の島月今宵

待ちぽうけなる木の根っことは

紅葉鮒あり新走りあり
開拓の苦節十年馬肥ゆる
Ｉ・ＬＯＶＥ・ＹＯＵ病気見舞の薔薇束に

押しかけ女房ひと廻り上
連れ立ちて山の辺の道石仏
夕凝りの雪駈けめぐるなり

丹頂の群れゐる写真初暦
阪神とんとファンに応へず

加藤三七子捌
加藤三七子
岩井双葉女

永井一子

岡田水都子

中沢早太
小倉星女
岡本春人

星

下田喜代
人

太
七

代
太
葉

都

十字切りにじむ涙に人億ふ
入社の訓辞止め度なかりし

七

衣冠ほぐれて汐路ゆく雛

そらんずる流離の一首花ふぶく

︵齢・大阪東洋ホテル︶

昭和六十一年五月十八日首尾
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ハ岐阜県・奥美濃連句会ｖ

歌仙﹃方形の秋﹄
村野夏生
筒井紅舟
川野蓼艸

宗祇水神祭奉納

宗祇水満ち方形の秋もひ
とつ
み
衿にさやけき中紅絹の月

水野隆

芋嵐サーカスの小屋たぅまれて

艸

地平はるかに裸馬跳ぶ

″

松村あや
生

夕星はいま天窓に生れ

玻璃皿に盛られ櫻桃淋滴たり

づつあ
ゥ束ね髪解けば十指のしなやかに

古池五十鈴

藍の匂ひの愛のとき過ぐ
遠き日を合せ鏡にうつし見む

みん

隆

せんじゆ

ナォ冨気楼千手しづかに百方に艸

うひ

香焚き籠めて初陣に出づ〃

だて

前立の兎ウインクする宵ぞ生

うら

唇をゆがめて辻占の嘘舟

あや

殺め来て足洗ひをり額の花艸
ひと

舟人孤り舟底に覺め鈴

試圓九拾銭吉井勇の集届く舟

酸つばくなりし古漬の壷や

汝もわれも昭和も長くなりにけり生

女童たちのうた数へ唄や

隻腕のピアニストありき月の蝕陸
みち

ゆ

︵鯵・郡上郡小野の里︑紅舟邸︶

昭和六十一年七月二十六日首尾

たま

浮瀞する魂とあそべば花しぐれ生

みこ

迷宮殿に径つぎく秋鈴
ナゥ枢抜け皇子芒原分けてゆく艸
鯨の雲の列なせる西生
七人の酔俳譜の川の音〃
踊嗽子が揺る雀の巣隆
生

シテの名乘りのきはやかに春和田鐵之助
鈴

や

生

隆
せ

空に未完のガウデイの夢
紙の雪十吋の月迫りあげて

白烏凍てし胸の瑳略

やせ

みちのくのホテルに薄きマタイ傅

帽子目ぶかに少年の痩

や

た

艸

こもりぬ

天心に父の明笛聴く不惑
をとこ

艸

隠沼あはきみどり顯ちつ異

極彩の鳥獣戯画や花曇

ちびた下駄摺る春男坂
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八東京・香保里会ｌその一Ｖ

歌仙﹃中年や﹄

中年や智を被ひたる春ショール
そぞろ歩きのあた︑かなこと

野口里井捌

野口里井

淋れて久し山間の宿

ナォバスで来てさっと引あぐ遍路づれ

留守番楽し下手な丁半

村歌舞伎峠越えても観にゆかん

何もかも駄目と判れば尚寒し

毛布すっぽり夢の天国

蚤の夫婦とひとのかげ□

たまさかに肉を喰ふて睦むなり

別れと言へば小指かまる蚤

戦前の眼覚し時計まだ動く

井

中村一輪子

熟れ柿を青磁の皿に並べたり

伊藤襄

子

禅寺の戸は月に閉して

襄

青葡萄たれ空気酸つばし

子

襄

昭和六十一年一月二十五日首

昭和六十一年八月三十日尾
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和布干す渚童も背に負ひて
長寿村とてテレビ写せり

枝豆冑くゆだる頃合ひ

月の出をたしかめてより座を立てり

襄

井

カクテル呑んで女鞘当て

子

ゥ文化の日お茶の水よりさて何処へ
別れ易ばフォーカスなどの種になり

閑けさのスケッチブック又開く

井

井
子

襄

菊根分して昼をすごせり

咲き満てる花に佇み愁ひ消ゆ

井の頭より深大寺佳き

蛙が鳴ける真暗な夜

沖釣りに飽き競輪にする
街にして頭濡せりきつね雨

井

ナゥ年に一度句会に集ふ萩も末
土産にもらふ味噌の重たし
かたくなに故郷離れぬ両の親

稲荷に赤き鳥居連らなり
新幹線最終車なる夏の月

花の雨団子ばかりをくはさるる

子

襄

田鋤も今は機械まかせに

襄子井子襄井子襄井子襄井子襄井子襄井

中村一輪子捌

輪

八東京・香保里会その二Ｖ

歌仙﹃凡兆の雲﹂
凡兆の雲思ひ出づ空の秋
浦曲の月の宵は曇れる
萩の門絶えて久しき人の来て
音のかそけく風の吹きすぐ

朝暑くして鎌を研ぐなり

ナォ春の灯に病者は哀しめし食ぶる

飾り窓なる中華献立

終電車ふところに銭少しあり
クラブの夜をいでし残り香
昼寝覚昨日の慕情かみしむる

高く身売りの野球青年

大学は諦めますと言ひて寂し

丘の彼方に捨てし憧れ

五重塔斜傾の影を地に映し

子規は鐘聴き佳句創りけり
月の家少年ひとり起きてゐし

盆に余れる柿と栗あり

ナゥ芋の葉の露ゆれ動く新耕地

離れて遠し駅とバス停

オルゴールるるると鳴らし麺麹屋くる

テント張られて開くサーカス

花ちるは神域深き池の面
巫子の袴のもゅる若草

昭和六十一年七月二十五日尾

昭和六十一年二月二十日首
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巣に通ふ羽は休めず親燕
目尻の厳にハイミスと知る

ゥゆきずりの貌このごろは不気味なる

踊りの渦にディスコ夜更ける

たはむれに恋はすまじと想ひつ︑

消防車ピルの火災を取囲み
逃げし強盗直ぐに捕まる
月寒し慣ひとなりしジョギングは

冬ぬくければ子とも孫とも

箸の袋を旅のよすがに

天丼の海老この頃は小さくなり

山際にある灌仏の寺

移る世の花は変らぬ花の色

伊中
藤村

襄子襄子襄子襄子襄子襄子襄子襄子襄子

子襄子襄子襄子襄子襄子襄子襄子襄子襄

ハ浜松・佳菊会その一Ｖ

脇起二十四調﹃山中や﹄
森月鼠捌
松尾寺巴
袴田寺化

山中や菊は手折らじ湯の匂ひ

青空広く鴫の一声
高林柳

北村佳

三更の月を宗匠筆にして

鈴木昭小

酒井一

生駒池
川崎宙心

沢田口同

浅風都

笠原日脚

沢田千

久米風

出張の夫居るやに見せかけて照

垣根結はずに隣との仲恵

ナゥ尺八も首振り三年猛修業扇
エレクトロンの技も上達佳

咲き満ちし花に蝶烏集ひ来て森月鼠

︵齢・高林柳子亭︶

戯れ交ふかほり春の酌執筆

昭和六十二年三月一日首尾
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和気蒻々と抹茶盆点
ゥ雪の道助け労る姉妹
年下ながらかしづきて行く

桜鯛の尾結ぶ水引

漸くに膝枕さす仲となり
予定日待たでお喜びする
花万朶化粧直しの出世城
梵鐘の永き余韻の寂し春

本音立前其の内に吐く

島から島へ渡るロープウェー
ナォ売上税反対デモに子連れして

萌黄色抱衣の禰宜や信徒訪ふ

眞榊立て鼻祝詞厳粛

玄関のベル押して押売

木登りのパンダ二世風涼し

柳月笠恵舟月柳扇佳萩月月月萩子子扇蕉

ハ浜松・佳菊会その二Ｖ

二十四調一暖冬﹄
森月鼠捌

森月鼠
袴田耕雨

宙心

川崎宙心﹇月

暖冬や老の漫歩は遊歩道
日毎日毎に伸びし下萌
鈴木照﹇月

就職も決まり笑顔の孫の来て

会社の写真春の荷造り

小池ふゆ子

浅風都月
沢田千恵
中村残月
久米風月
影山月影
沢田月舟
細田花水
鈴木千代
生駒池月
西川月聰
石原清花
笠原月笠

三輪た

月の餅卯年の空にお芽出度く

鈴蟠蝉の唄を肴に

酒井一

飯尾静

日寿荘︶

執

高林一県

練磨の巧なさむ優勝

ナゥ今場所が正念場なり水修業

降る程に花嫁候補有卦の春

昭和六十二年二月二十日首尾︵雄．

麗に伊勢へハネムーンする
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ゥ大型車続く高速朧月
陰膳据ゑて無事祈るらし
愛情の篭るビールを酌み交す

売上税を野党鉾とし

宰相は妥脇の妙技振ふらん
ざざんざ織りは文化財なり
生涯をかけし此の道花と咲き

鴫り交し山々の笑み

十才初孫に父母の贈らる雛御殿

竹の中より生るかぐや姫
白雲の輿に逢ふ瀬もかき消され

野太夫振りに不倫止むなし
遠雷はおどるノ︑に響きをり

エーズ防除に出し法案

筆萩波月つ照

八浜松・佳菊会ｌその一一一Ｖ

歌仙﹃如月や﹄

床に芳しく活けし室菊

如月や頭脳体操筑波道
野辺の梅師を伴はず讃ふらん

樅紗捌きの手元暖か
湯上りに朧月見る両隣
九官烏が挨拶をする
度々掛ける呼出し電話

ワ医者志望やめて法科へ入学し

観劇も揃うて行ける仲となり

笑まし給へる御仏の顔
涼風を入れて風鈴南部音
磯馴の松に夏月ゆるシ

御三家の宮様永久の御舟入り

福祉事業の今を畏む

幸先もよし鴉カーカー

身寄無き老後ホームに大胡坐

神と仰ぎて郷土春めく

花万朶余後の総てを人の為

森月鼠捌

川崎恵月

森月鼠
鈴木昭小同月

浅風都月
沢田月舟
袴田耕雨
酒井一萩
生駒池月
石原清花
鈴木鈴代
影山月影
小杉芳石
小杉汀花
笠原月笠
久米風月
沢田千恵
神谷山外
小栗寿栄

ナォ夏近う主水物好みにて尾上峰月
忘る事なき白きうなじり高橋橋月
疲れても相手次第で息荒く北島乳豊
程良き目覚直すほつれ毛鈴木千代

日米会議円価安定久米知足

倒産の噂さばかりに年の蟇小池ふゆ子

地方選売上税を争点に三輪たっ
旗の色めく野党陣営鈴木章友

多数とて横暴はせぬ妥協案鈴木喜久
負くるは勝つの標語忘れじ篠原月紅

有為転変と長い目で見る鈴木月鈴

盈月も戯月となるが習ひにて田村百合子

誰彼の声馬に念仏村木祐子

ナゥ老楽の恋の奇巧の十余年広野野月

さり乍ら影供の勤め怠らず渡辺輝月

五十鈴の川の渭し御手洗高林真月
養花天天下晴れての神詣高林柳子
両側の道土筆伸びたり三宅且扇

昭和六十二年二月二十日首尾︵舩・白寿社︶

−70

八京都・かすみ会ｖ

﹃神近き﹄
森島香代子

長江澄

海外勤務終り近づく

ナォうららかな隣り同志が招き合ふ

孕らずコアラを死なす哀れさよ
あちこち枯れしユーカリの森

さがなき人の口の端に泣く

切々の手蹟のこして一葉忌

西村すみ子

す

啓

す

澄

啓
香

昭和六十一年二
昭和六十一年十

花の雲三十六峰仰ぎみて
陽炎もゆる御所の砂利道

うっらうっらと居眠りの出る

粧へる山忘れ得ぬなり
金銀の眼をもてる猫を膝

あこがれてゐし郡郵の鳴く
ナゥ秋の夜宇宙旅行の夢さめて

有明の峡の奥なる露天湯に

白河院の嘆く加茂川

隅田啓子

故郷の土産はからすみにして

橋畔に今日も来てゐる靴磨き

ままならず夏を病む身となりにけり

はなれ座敷に独り住みをり

手作りのはりゑの雛にかけ替へて

澄

香

婚きまり娘の髪のつややか
くじ引き当てて浮きし宿賃

啓

香

京より他所は知らず母老ゆ

香

澄

闇汁会の今やたけなは

春深まりし禅寺の庭

す

啓

平和願ひて掌やさし

忍びよる原発汚染気にもせず

郊外の東て道照らす鎌の月

島一つまはれば次は松の島

寄りそひて旅のプランをあれこれと

ゥ酔ふほどに祖父踊り出す敬老日

秋風にのり謡ひ間ゅる

偶々の友を見送る月の土堤

陽だまりに出しつくし数本

神近き梅魁けて開きけり

仙

花筏みだして緋鯉向き変ふる

月十五日首

月三日尾
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歌

啓す香澄す啓香す澄啓澄香啓す澄香す澄

八東予・風の巷ｖ

脇起歌仙﹃一段一戸﹄

藍深めゆく毬の紫陽花

正面の海を透かせる葭戸かな

人形師眉描く筆を姪へゐて
訪ふ声に立ちいでにけり

芥川良美捌
鈴木春山洞

森風女
三宅品女
山内照女
芥川良美

守口津夜子

あたりに匂ふ新藁の嵩

砲

ナォいつまでも雛飾りせし嫁き遅れ夜

京の土産のしやれしネクタイ角京子

捻子のゆるみて時計鳴り出し品
われ先に観光バスに乗り込みて照

日灼け西瓜の畑に転がる美

待望の林間学校開校す京

媚薬煮つむる香り灰かに夜

肌脱ぎて髪柿く夜の闇とばり品

し
別れけり恋思ひ出おの
鴛鴦放ち品

カラオケ演歌楽しめる家〃

菊襲着し美女のあゆめる照

まど

月円か花火のあとは静かなり京

漱石羊雲重箱に詰め照

ナゥぞろぞろとはらから集ひ盆芝居美

うっらうつらと猫の寝そべる照

丸の内天守の映る堀の面に京

ひとさし舞へる桜狩なり美

花万朶小鼓の音ひびかせて夜

蠅輌誌拝一轌錺顕一什岫甲窪︵齢・東予市桐瑠庵︶

ノー

団藥の厨は窓に月明く

夜

昭州

美

口叩

昭小

風

擦れ違ひざま頬を染めたる

ゥ搦やかに羽根拡げゐる秋の蝶

石の地蔵の赤き前垂れ

約束の橋のたもとに待ちわびて

一眼レフを胸にぶらさげ

選挙カーボリュウムをあげ通る北

″

風

月照す雪の仏をひた祈る
抱へ火鉢の炭火掻きたて

美

風

口叩

美

実家の卵の黄味の濃ゆさよ

さと

予後の身をいたはる松葉杖となり

花片を盃に受け飲みほして
鳥の巣箱を覗きみる児等

−ワフー

ハ埼玉・花泉会ｌその一Ｖ

生意気なりと先輩の評
生殺を握る右翼の大立物
生き恥さらす証人は汗

ナォ下萌の生暹しく学に凝り

体検で乳房をかくす女高生

ノノ

一生こうで終る宿命か

釣りし鱸の生きのよきをば
ナゥ生臭も野老も好きで我流禅

半生の禍福天秤月の宴

雪の生木を伐りし日々

生き抜きしシベリヤ捕虜の吾なるも

さだめ

生まれし甲斐と恋に身を灼く
かにかくに世帯染みしも生活苦

〃

ノノ

独吟歌仙﹃生老病死字縛四歌仙
ｌ生の巻ｌ﹄
馬嶋舂樹
″

万類は生々流転五月雨
雲るる生田の森に初蝉
ノ
ノ

しやう

ノ
ノ

何ゆゑぞかく束の間の生を得て

なま学生は一知半解

ノ
ノ

をちこち

ノ
ノ

ノ
ノ

″

ノ
ノ

″

ノ
ｊ

堆書裡の余生もの憂く月仰ぎ

砧遠近生きるなりはひ

ゥ生漬けの秋茄子食ふも姑婆
大事がらせよわれ生き仏
木食がなほもいきをる厨子の中

くら

き
生たつ計
からくも此物価高
活き作り峡ふ裸の議員連

ノ

ノ
ノ

ノノ

ノノ

ノノ

生業問へば物書きといふ

また長生きの血筋自慢を
人生は紛々として花満開
生きて命を持てあます春

誕生を喜ぶ孫はいまだ無く

ノノ

ノノ
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ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ﾉノ

ノ
ノ

ノ
ノ

″

つま

ままよ秋刀魚で酌む生一本

生を享楽マンション二号
生き別れせし夫憶ふ居待月
浮生無為この秋もまた詩に暮れ

極道が生き永らへて今日の花

ノノ

後生だからと子にも借金
鯏糾も生まるる蠅も生まるる

ﾉノ

くま

独吟歌仙﹃生老病死字縛四歌仙
ｌ老の巻ｌ﹂

道成寺花子を踊る老け女形

梅蘭芳は老且の瞼

老教授春情集を秘蔵して

なほ老毫に遠き軽口

元老は賞味興津の鯛と月
こ
鰯雲見る老水か夫
の勘

ワ秋濤に冬波に刻む老いの雛

老猿叫ぶ切岸の岩

は
温習会老は母
の宰領凛然と
薄化粧する老いし細頸
葎枯れ老実盛の塚も朽ち
酔老の舞卒都婆小町か

ナォ丙午嬰り回春老骨の

ポルノを瞳ひ老いの腕撫す
老侯爵好みしといふ肩号国里

牝馬操る老練の騎手
種付の牧場老鶯声頻り

老姐汗して丈の草刈る
わせ

老けだちの早熟に驚く二八の娘
な

九十子を生す老ピカソなり

画狂老会心赤富士描き上げ

老巧誇る門松の
数
つま

名月も幾たび老鰈の亡妻憶ひ

菊を手向けの偕老同穴

ナゥ老人の泥鰭秋刀魚と貧りて
食はねば仕舞ひと老いの口癖

んも
老臨済一喝患い公
飯袋子
糞爺いにも敬老の礼

花も実も兼ねて耆宿は徳高く

うっらうつらと老の春眠
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ノノ

ノノ

ノノ

〃

〃

〃

ノノ

〃

ノノ

ノノ

〃

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

ノノ

〃

〃樹
〃
〃
〃
〃
ノノ
ノノ
〃
〃
ノノ
〃
ノノ
〃
ノノ
〃
〃
〃

老いらくの恋慕真如の月あれど

ちちろの声に爪弾く老妓
全山の紅葉寿老の今うたげ

三平二満老の火男
老いぬれば花に思ひも限りなく
老獺硯池陽炎の窓

馬
嶋

春

八春日部・花扇会ｖ

歌仙﹃春の夢﹄
あけぼのや迦鳥の現るる春の夢

朝がすみして羽衣の松

初つばめ店の眞向かひ城にして

車窓の富士は天下一なり
湯ぽてりの身を月明の渚まで

ナォ碗豆の花ゑがかれし理科日記良
伊豆の地震はマグニチュード５県

電話盗聴される身でなし拓

必勝の片目達磨が転げ落っ米

北塞ぐまでもなしマンションが建ち良

手函の底に秘めし一葉良

ここら枯野は地上げ屋も来ず米
督促に翁の切手がめった貼り県

女ばかりをぞろぞろと生む米

嫁に行く子と思はれぬ一気飲み拓
イーゼル

画架立てし黄落の街良

タレントの姉のお供で巴里の月県

父を迎へに縫いぐるみ抱き

米

ナゥ秋つばめ波止を圧して豪華船拓

手料理の腕あげて帰任す良

家苞は航空便の加州米県

ジョギングの一家そるひて花堤拓
ふはりと浮きしたんぽぽの架米

昭和六十二年五月二十三日尾

昭和六十二年四月十一日首
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魚貝料理に飽きて新蕎麦
ゥ薄紅葉せせらぎの道妻に難き

洋画館より肩抱いて出て
横町のホテルの窓の灯が消えて

アンドロメダへ銀河鉄道

ファミコンを兄に取られて漫画読み

男の子の部屋に化粧瓶など

徳利一本あけて天丼

迷ひこむ色街の跡夏の月
諸肌脱いで飛車の空成り
大川を水上バスで浅草へ
香具師の売る鯏糾手生え足生え

ご隠居の貸花筵大はやり

中来昌二
木宮
岬

県
米拓
里

拓米県良里拓米県良程拓米県良夫夫良人

星

青春

ハ西宮・かつらぎｌその一Ｖ

波岡

野本

歌仙﹃四季それぞれ﹄

四季それぞれこの草庵の冬が好し

たしかに日脚伸びし昼風呂
水餅のかけらも共に沈みゐて
ロ○国津百○烏とドアの貼紙

噂立つ彗星と月出会はざる

露の尾花か尾花の露か

ワ蓑虫の身をのり出してしまひけり

見たことのなき恋のくづし字

うき思ひ畳の筋目かぞへつっ

団十郎の怖い大首

ひょっこりと新内流し現はれて

舳を押して出す納涼舟

水煙の天女逆立ち舞ふならん

鰈の目玉引つついてをる
砂かぶり席へ横綱ずでんどう

弥生も七日過ぎの月なり
獺の祭のあとのかげろふ

伊勢参りかねたる花の旅仕度

壁新聞の糊ばなれして星

ナォ春塵といふものはただ柳紫なり畝

星

剥げてゐるびんずる尊者膝を組む人

筍料理評判の良さ畝

赤く燃ゅるはさそり座の星人

衣更博多献上きゆっきゆつと

星

人

円高をよろこぶ兄とかこつ叔父畝
カルテをちらと盗み見てをり星

虫行灯の消えなんとする畝

月洩りてそこにまします観世音

らくがき帳に括る２Ｂ人

秋風に豆腐ののれん二百年星

ナゥ朝刊も夕刊も今日休みなり畝

鴨鍋の酔さめぬおばしま

五六戸のいづれも木地師ぐらしかな入

はるばると来る蓮如忌の輿畝
いろせとぞ詠む二上の花霞星
田を打ち返す腰たしかなり人

蹄緬一仙拝毒軒咋朋二十二串雷︵文音︶
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小

倉

阿

星畝星人畝星人畝星人畝星人畝女人畝人

七

ハ西宮・かつらぎｌその二Ｖ

阿波野胄畝捌

春星三胄時

胄畝米寿祝筵

居待﹃米寿とは﹄

米寿とは大樹の楠の茂りかな
端居の客もしづこころなる
雨の日の句碑の文字の鮮かに
けふもまた蓮の実の飛ぶ薄月夜

花の茶屋夫婦の頭もじ並ぶ

芸ひとすぢもただおぼろなり

ばんどり・⁝・・むささびのこと

の句碑がある︒

二三言恋めくもよし紅葉酒胄畝

杜若かたるも旅のひとつかな芭蕉

あった︒庭に

をはじめたもので︑界隈は蓮と杜若の名所で

花の茶屋⁝：冨竹は百十年前冨造・竹の夫婦が︑蓮料理の茶屋

冨竹︶

昭和六十一年六月二十三日首尾︵齢・大阪鷺州．
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二声三声朝の媚

連れだってゐる毛見の役人
たてがみを座かせて馬駈けくるょ

那須の乙女の名はかさねなり
ゆげむりにはぢらひながら物言はず

日限りの地蔵さまへ願掛
いつの問にやみたる雪に月さして

酒の肴に獲りしばんどり
磐梯に七つの沼の色ちがふ
扇拍子のよくきこえたり

買物は原宿族の赤時計

虚子忌のころは風強きかな

阿
岡小加波草
本倉藤野間

彦畝七星人彦星畝人七彦人女子畝彦

七畝

ハ金沢・金石公民館俳譜研究会その一Ｖ

脇起歌仙﹃紅梅﹄
早咲きの紅梅ゆかし輪転機

清水九璋捌

故蔵舂山
清水九璋
藏たか子
江森峰雲

欄干にもたれて眺む月清し

笑ひそめたる四方の山々
残業の戻りに桜餅買うて
夕餉の仕度出来て待ち居る

達田幸枝

神尾うしほ

そヌろ歩きの秋の夕暮

ワ萩芒五平餅屋に永居して

梅原千重子

玉井富子

三浦竜居堂

桶千代子

砂に坐れは心落ちつく

行きつ戻りつ何処を目当てに

大方のネオンは消えて道暗き

八田豊子
夏岸清枝

車谷とみ子

大崎光子

厳寒の事故死心中相続き
紙すぐ里に冬の月照る

笑話交わして出て来た恋の仲
焦る塾この身なんと苦しき

この寺は蓮如上人ゆかりとか

畝愛子

蓮地かつみ

松本童ロー化

茜文子

今なほ御仏供杉繁るなり

一目千本舂の曙

連れたちて吉野の里の花吹雪

さ員ら鳴らして唄ふこきりこ今村祥子

ナォ起舟の座日焼けのうすき人の顔番匠敏子

知事戦済んで静かなる町た

真向ひに白山仰ぎ歩を延す楠久子

梅川連れて走る忠兵衛代

浄瑠璃に人形振りも恋なれは菫

医王の山に虹のか皇りて雲

街道の松の並木も涼しくて村上富美

雨上り樹々の雫に軒しづくほ

蓑笠かけし落柿舎の門幸
酔へぱ皆描くならはしの月の句座璋
那智の硯にうつす秋水富
ナゥ雁がねになほ募りゆく旅どころと
芭蕉たづねる奥の細道み
要川俳譜巻きに船で来し美
かぎやの辻も今は街中文
満ち来る汐に和む春風た

何処でも今が桜の真っ盛り璋

蹄州誌廿一一垂一一胆一頭霊︵齢・金石公民館︶
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ハ金沢・金石公民館俳譜研究会ｌその二Ｖ

脇起歌仙﹃小春﹄

声高々と鳴ける鵯

柴の戸に羽織かけおく小春かな

同席で話はづみて友出来て

清水九璋捌

清水九璋

故清水亀巣
梅原千重子

ナォ朝日をば拝むも独り老の春ほ

豊田商事にうかとだまされ八田豊子
宝くじ当った夢さめ一一ユース訊く竜
生き馬の目をぬく今の世は大崎光子

打水に犬も喜び背伸してと
夜通しさわぐ土用丑の日重

海へ来て焦れたる身を冷す恋み
砂に書く字は彼の人の名ぞ幸

三浦竜居堂

かやうにも素晴らしき月を見るは稀代

受話器を握る手元もどかし文

あれこれの差別なくただ会ひたくて蔵たか子

江森峰雲

桶千代子

汐の香の上渡る秋風

車谷とみ子

朝の散歩をお堀まで行く
荒城の月の歌声遠ざかり

玉井冨子

畷岬誌什一一一︾千二朋仁十皿叩窪︵齢・金石公民館︶

金も無く学歴も無き母なれど富
酔ふ程もないお酒いたヌくた
着飾りて桜祭りに浮かれ出て美
芹生の里はおぼろめき居るた

子の日々に親心わく敏

ナゥ留守家族力あはせて刈る稲田愛

柿は熟して主は出稼ぐ花

ゥ明日こそは片野に鴨を見にゆかん

蓮地かつみ

達田幸枝

茜文子

壺一云

松本蓉口一化

番匠敏子
夏岸清枝

村上富美

神尾うしほ

一ときの逢瀬にこがす胸の内

畝愛子

師のお軸拝して興も一入に
別れのつらさ文に託して

長流亭でお茶を一服

到

寒むか︑歩く犀川の土堤
独り居の淋しき酒や冬の月
更けゆく儘に人の恋しく
遠き友案じて久さに筆を取り

親しき中にも礼節のあり
さらノ︑と茶筌を捌く花の下

西の浦浜波もうら鼻力
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ハ金沢・金沢連句会ｖ

歌仙﹃灯を消して﹄

灯を消してよりの山荘虫しぐれ

梢にかかる更待の月

酒ぬくめ遠来の客もてなさん

金の蒔絵の文筥ひもどき
祖父と父の表彰状の額ずらり

玉の蕾の白牡丹にて

岡本春人加朱

菅村登喜子

熊木加寿
岡本春人
山本千佳
高堂智恵子
鈴木みさ江

佳

寿

山本英子

降る様な縁談どこか物足らず
ただなんとなくパリに留学

登

ゥ葭屏風置きし座敷の加賀人形
笑くぼ千両チャームポイント

添加物のワイン騒ぎもおさまりて

智

人

師走半ばにどかと里雪

打ち上げの瞬間スペースシャトル散る

救急車来て小路ぐるぐる

寿

佳

英

江

盾生の夢を思ふ春愁

心せく帰宅の道に冬の月

ロケーションの扮装のまま花筵

人

登

芦の角組む公園の池

ナォ散髪の椅子に蛙の目借時智
馬鹿と鋏は使ひやうなり英
無器用な夫の日曜大工にて江

﹁娘よ﹂の唄に涙はらはら寿

ハネムーンの旅の目ざめのオルゴール佳
ウエストンミンスター寺院そびゆる人

気に入りし絵のある画廊日々訪ね登

雨乞太鼓めった打ちする智

紫陽花の彩朝々に移るひて英
ソーダ水泡さまざまに立つ江
犀川の瀬波に月のくだけをり寿
火祭り見んと旅程のばしぬ佳

ナゥ鈴なりの渋柿日毎色づきて智
モチーフつなぎ毛糸たのしき登
落葉けちらして鶏追ひ立てる犬人

衆参同時選挙熱戦英

お花見の重箱加賀のゴリ胡桃江

北前船の来る弥生尽佳

蹄緬誌十千奪廿朋群串霊︵文音︶
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八日立・かびれ連句会その一Ｖ

歌仙﹃慈悲心烏﹂

腸にしむビ−ル一口

慈悲心烏鳴いてみどりに夕月夜

小松崎爽胄捌
小松崎爽青

新井佳津子

石田栄子
福田安子
羽場桂子
田川節代

蒼さはやかに青き杉玉

爽

この宿の内儀はむかし女優にて
よく似てをりし子らの顔だち
衣被つるりとはじき出されたる

ゥ辿りつく表六句に秋深み

桂

佳

中村奈美子

節代
西幾多

安

莨ばかりをくゆらせてをる
夫も子も捨てて悔なき思ひにて

献上博多粋に結びぬ

芸談のいつしか熱気おびて来し

頃あひをみて席をたつなり
円かなる月をかかげし天守閣

木崎節子

″

群れて来し蜻蛉なにかをささやくか

山本つや子

菊人形は木村重成

孤独なる日は詩を綴れる

幾

節代

新入社員うろうろの顔

花の宵オーデコロンを匂はせて

六法全書塵かぶりたる

ナォ七色に浮かびては消え石鹸玉

聞くとなく人の噂のうとましさ

たよりにするは目端きく姉

恩賜の時計今も自慢に

白和を肴に酒を酌みかはし

一徹が朝のジョギングつづけさせ

背筋に老いは見せぬ父なり
青田風匂ふばかりに吹立ちて

衝動買ひの癖はなほらず
月観んと望遠鏡を磨きあげ

ネオンサインが気にかかる秋
ナゥ今年また豊作なりに米価揺れ

変身早き議員先生

円高に舶来品を買ひあさり

煮魚あまく煮えあがりたる
うらうらと花に影おく花の影
師に賊く道の遠くかげろふ

︵ 齢 ・ 奥 湯 河 原 ﹁うおしづ﹂︶

昭和六十一年三月三日首尾
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節

節

節

節

節

子爽子安佳代爽幾桂つ佳代安爽奈子ノノ佳

八日立・かびれ連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃木の影﹄

峯に湧き立ち雷兆す雲

木の影のそよぎてあをき蟻地獄

長押に掛けし槍の冷やか

夫へ留守あづけし旅も半にて
鯛の目玉に見つめられをる
月胱と酒を一気に飲みほせり

小松崎爽青捌

新井佳津子

小松崎爽冑

節子

福田安子
木崎節子
田川節代

中村奈美子

黒岩秀子

佳

石田栄子

あやしく胸のゆらぐ一刻

ゥ木の実降る音か時雨か耳につき

プロムナードに蒼きガス燈

おくれ毛を掻きあげし指肩へ触れ

西幾多

秀

貰った蕊でお米一俵

菊池未作

転勤は思ひもよらぬロンドンへ
月よさの何時か王手となってをり

安
秀

″

室不

九尺二間に糸瓜ぶらぶら
町役が寄附を集める秋祭

佳

農協今や大企業なり

宗五郎神と祠られ花万朶
舂く沼に亀が鳴くなり

毒消売が噺おもしろ節子

ナォ鄙ぶりのうぐひす餅をもてなされ佳

やらずの雨に酔ひが出てくる林乃婦子

浮世絵の女可愛いいおちょぼ口安

影の如くに沖を行く船佳

乱れたる髪を直すも切なくて爽

気圧配置は西高東低佳

理不尽な貿易摩擦続き居り山村達也

煮つまりすぎし夫の煎薬大出光子

雀らは寝に入る前の羽づくろひ羽場桂子

錆びたる風を鮎が落ちゆく安

忘れゐし栗名月が天心に達

馬は飼葉の桶をごろごろ達

ナゥ新蕎麦を門前茶屋にすすりゐて〃

人形焼の甘味ほどほど秀

芝居見の老人会にやっと馴れ光

花吹雪く古里の春惜むなり爽
うすむらさきに霞立つ山佳

︵齢・誌上連句教室︶

昭和六十一年五月二十四日満尾︵文音︶
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八東京・かびれ連句会ｌその一二Ｖ

歌仙﹃寒ゆるむ﹂

煮くづれて目のなき魚寒ゆるむ

手水の氷うすき虹色

路地裏に童の声のつきぬけて

小松崎爽胄捌
小松崎爽胄

引地冬樹
上田渓水
渓

中村奈美子

新井佳津子

茜の雲が明日を晴らすか
舟端へ月の雫をしたたらせ

朱の大盃に新走り酌む

福田安子

奉示

ゥ秋草を無造作に活け店の奥
むかし小町と言へるお内儀

田川節代

佳

冬︑

猫さへ膝に寄りつかぬなり

憎からぬ人は村長髭生やし
裏山の風吹き渡る涼しさょ

石田栄子
千葉敏江

渓

久︑

エレキバンドの音流れ来る
月よさに塀の落書浮かれ出て

柿盗人を叱る家主

松川五十五

豊作のもってのほかを摘んでをり

飯泉葉子
渓

関心もたぬ政治行政

畦を塗りをる村の若衆

花莚下座も上座もなきものに

般若湯には蛸の酢の物渓

ナォ当にせぬ金返されぬ四月馬鹿安

隠しごと出来ぬ気性も父ゆづり佳

厩に遊ぶ白き御神馬冬

強がりを言ふうなじ可愛ゆき節
干草が乱れし髪について来て爽

しゆく

旅路の果の静かなる宿渓

宵宮の笛の音遠く聞えもし佳

風に吹かれる瞥女の三味線渡辺芳子

目の濡れし竹人形に見つめられ節

どぶろく提げて渡る吊橋冬

爽

月光に打寄す波のしらじらと節

ナゥ遠く住む子らを思へばうそ寒う

時計の音が耳に侭くなり冬

やど

寝そびれて気になる宿の非常口佳

女三人声ひそめたる渓
夕べを冑く霞む山並佳

︵齢・俳句文学館︶

ひと片の花が舞ひ込む桧風呂爽

昭和六十一年十月二十日首尾
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八横濱・歌留蓑連句會ｖ

歌仙﹃秋茄子や﹄
秋茄子や都築の野邊の濃むらさき

立待月に玻璃戸繰る音

落鮎の影は常より見ゆるらん

旅の飛脚の足早に過ぐ
朝焼の嶺は蕾の開くごと
小さきゑくぼ幼ナ兒の笑ミ
ワニ日炎済せて爺は遊びけり

大谷直子
中山古づち

池田佳
大島紫摩
角野恭子
土屋ふじ
碩部美也子

ふ

古

紫

水琴窟に肩を寄せ合ふ

佳

長命寺まで買ふ櫻餅

木々の露佛ひてさやか風渡る

恭

直

田園に浮く雁ネの列

古

臆塞の居間の鏡に化粧して

語り種のみ巷に流れ

直

佳

尹か

紫

五線譜のインクの匂ひ月の曲

唄石といひて大石勤かざる
不惑になれど放蕩やまず

轍残れる春泥の坂

狂院の門鎖さる塾花曇

ナォうら蚤かに釣師を眺む磨崖佛美
ひとりの事はひとりにて足る恭

寒いから結婚すると古川柳佳

糯米洗ふ腰附のよき美

甘き汁吸はせ虎の子編取り紫

神は夜なノ︑荒ぶり給ふ古

エーゲ海の泡より生れし人魚姫佳

ワインな酔ひそ夏の暑きに直
泣審らし寝覚てけろり勘九郎ふ

ひっそりかんと黄落の街恭

終末論蕪じてをれば月さびぬ美

遺伝信号蛇穴に入る古

ナゥ半熟の卵を定む砂時計紫
未練がましき別れの手紙佳

はすかひに恋猫の眼のさりげなく恭

團扇を作るせはしなき村直

昭和六十一年九月二十日首

そ茸ろなる心に揺れて花筏ふ
かすみも軽く打敷ける蓑執筆

︵砂・中山邸︑大島邸︑修善寺かんぽホーム︶

昭和六十二年二月二十二日尾
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ハ高知・夏炉の会ｌその一Ｖ

歌仙﹃爽かに﹄
爽かに言葉飾らぬ人とあり

城の肩なる大いなる月

櫓田を駐車場とす埋立て公

肩書多き名刺渡され

カーペット柄の色々よりまどひ
雪が降りふるやまず降りふる
旬護摩を焚く背筋真直ぐに紫衣の僧

無頼発砲右往左往す

玉澤はづして後も外へ出ず
抱き人形をひたと抱きて
手を振って走り使ひの子が過ぎし

石積む船と漁船行き交ひ

悴みし手に探す鍵穴

真っ白に神父のカラー月凍て婁

局橋柿花捌

高橋柿花
″
″

白石はる子

柿

岩村牙童
小川みや
花野一寺化

ナォ荷上げ場の陽炎立って人もなし童
ま畠にならざる単身赴任竹林美和子

街の灯の中を貫ぬく流れあり城

原子炉の事故雨がもたらす小笠原裕子

青葉木菟遠鳴く夜が恐ろしく田村三翠

禁煙ぽけの顔中の汗童

外人とつひに破局の千昌夫仰

手に手を取って香港へ旅城

物貰ひてふ乞食の居ずなりし柿

公定歩合下りっヌけて夫

島泊り思はい方に月あがり木戸節

火を噴く山に鴫のたばしる内原陽子
ナゥエイズ世に流行りはじめし秋の風城

政治の嘘に編され通し武内南歩

油絵の表彰状を部屋にかけ川北美栄子

垂里

蠅岬冠什ユ︾郡師に十甲霊︵紗・柿花居︶

地虫の出づる虚子の句碑の辺歩

顔馴染なる時代屋がくる童

は

花仰ぐふところにある謡本柿
垂里

岡本歩城
池田和子
谷三一号
安藤哲夫
上田天仰

定年に追っかけられる日々過ごし

中国孤兒の戻りし祖国

和

一旦口

霞める浜に亀の来る道

村中が花見の酒に酔ひまろび
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ハ高知・夏炉の会ｌその二Ｖ

歌仙﹃爽かに﹄

庭前に来てかしこまる秘書
雪が降りふる古き温泉の町

財閥の血累多く集ひ来る

高橋柿花捌

ナォ陽炎に遁げ口上のロス疑惑花野一花

航空券を胸ポケットに童

重ねての公定歩合さがるとか蒼
ハィテクロボッ卜人を殺めり仰
山積みの書類をとばし扇風機美

祭浴衣を娘が見せに来て和

蠅諏猛什ユ︾珂朋に十叩藩︵齢・柿花居︶

百千烏とてふりあふぐなり童

奥道後昼夜となき花吹雪柿

空の酒壜ならべ楽しむ前田欣一

子に残すもの何もなし侮もなし谷秋子

ＮＴＴの株の値上り和

舟漕ぎ出して篭を散ずる童
中の島一の七五月の土堤陽
芒ヶ原に殺陣のはじまる仰

長谷川一夫恋のかけひき仰

黒髪の見ゅる几帳の裾の端陽

嫌なこと痛くない肚探らる蚤柿

爽かに言葉飾らぬ人とあり
立待月を横切りとぶ五位
高橋柿花
松林朝蒼
池田和子
岩村牙童
安藤哲夫
岡本歩城
上田天仰

ナゥ今昔志士の別垂の秋の風田村三翠

露けさの卓のワインの封切って

ワバス廃止するとのしきりなる噂

木戸節

蒼

夫

川北美栄子

一里

連れ戻されて家業継ぐなり

夕されば風の音にも涙ぐみ

色槌せゆける数々の文
顧みて戦中戦後矢の如し

広々として川尻の橋

客のなき電車の走り寒の月
火を落したるおでん屋を出る

武内南歩
岡田一枝
山本呆斎

過疎の歯止めの企業進出

小笠原裕子

明日から他人のものとなる畑

節

垂里

花の寺より稚兒衆の寄附集め
蛇穴を出てあたりうかがふ

−86−

脇起歌仙﹃けふばかり﹄

八浦和・義仲寺婦人連句会ｖ

はぜ

けふばかり人も年よれ初時雨
槍の実くろく垂るる午過ぎ

真白にカーテン洗ふ日曜日
練習の琶琵また聞こえくる

古戦場千々に砕ける月の海

新蕎麦を打つ暹しき腰

ゥ蝉の村十軒の家静かなり
碧い目の嫁連れて帰れる
自転車の脚伸びやかに夫のあと

ちょっと安心新肥満度表

高橋微代捌

公調

高橋微代
吉江和香
石井美雪
永山ひろ
和
八木一壮一

美

微

塚本稲子
中島好江
中村香菫

吉田光第

裁ち合す柄に鋏の切れすぎて

登山記念の小鈴を鳴らす
人に酒こぽせし夢を夏の月
泰山木の香に明けにけり

微

ひ

一壮

在間香甫

藤井佐和女

洞窟の皇帝のプールはトルコブルー

無口と言ひて喋る旅人

駒鳥が二羽山門を入る

馬の背に貼りついてゐる桜花

腕立て伏せを日課十回好

ナォ煮〆たくとろ火とろとろ春夕光
イルカ

海豚の方向感覚狂ふ和

水中をわがものとして金メダル〃

襟巻厚くなほっヌく道荘

冬雲の形かはりて忘れたり甫

国鉄の保線の仕事三十年美
絵を描く娘いつ家を出る荘

兎にも角にも大器晩成甫

おみくじに何と出てゐてはにかめるひ

桐箪笥から秋袷出す美

御開帳の吉祥天女笑む月夜光

ビスケット焼く匂ひ漂ふ佐

ナゥ赤蜻蛉幼なの指にとまりたりひ

色とりどりの靴ならびをり和

地下街から五階へ登るエスカレーター荘

ボートレースの長き水尾ひく稲

花の下秀衡椀の潮汁微

︵鯵・神田御宿稲荷社務所︶

昭和六十一年十月二日首尾
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八横浜・義仲寺横浜戸塚連句会ｌその一Ｖ

脇起歌仙﹃あられきぐや﹄

あられきぐやこの身はもとのふる柏

銅茸く屋根をはしるどんぐり
みぎひだり浪の傾げる海にして
明日の予定をまた読みなほす

月の客言葉すぐなく向ふ膳
いつぴきだけのえんまこほろぎ
ゥすがるもの欲しき姿に菊ななめ
落ちても落ちても空をとびたい

脇腹にまこと転生病の痕

通小町のかげる小面

激辛のカレーパン買ふ六本木

十一月は火の匂ひする

大皿の絵付は波に兎紋

この辺すこし急な坂道

ガレのランプが店の看板
世田谷区上馬三の十九の九
ポケットの両手を出して花受ける

少年の吹く鶯の笛

八木莊一捌

ナォ春光の胸ふくよかに伎芸天微

群発地震鯛おどろかす魚
日暮から忙がしくなる怠けもの悦
林檎を剥けば銀色の紐魚

瑞

水中花閉ぢて見せたる夢の中莊

西武に鞍替へ清原ファン

鉄道の跡地に出来る大ホテル悦

電話はいつも話し中なり瑞

松尾芭蕉
海野金魚
八木莊一

夜の蝶行方はさがさないで下さい莊

庵︶

昭和六十一年十一月十六日首尾︵齢・深川芭蕉

万年橋を帰るかりがね微

花吹雪未来を近く坐りをり莊

飛行船見え隠れして子の歓声瑞
ライセンスとるスリラーの本悦

芋一本に足りぬほしもの三

テゥ語り部の婆は入院中の秋魚

縁いつぱいに椎茸ひろげ富

騏隣はわれをぢっと見てをり富
無月なる雲を眺むる名残かな三

岡本富士枝

高橋微代
永山ひろ
横山三峰
小川悦子
松坂瑞枝
微

富
一壯

瑞
悦
瑞

色へ

微
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八横浜・義仲寺横浜戸塚連句会その二Ｖ

八木一壯一

歌仙﹃噴水﹄

岡本富士枝

八木莊一捌

竹まだ若し白き粉をふく
海野金魚
中島好江
中村香重

噴水や父と異なるこころざし
留守番の猫と軒端のつばくらめ

茶箱につめる売れぬ原稿
二ＤＫ十一階に月を観る

色袖

丸山章子

稲うつくしく穂をはらむとき
ゥ費銭を入れかまっかの種盗らる

好

↑壯

″

一旱

一邑

一壯

垂早

好

一壯

宮下太郎

一自国

背中に視線っよく感じて
泣く砂の歌聞きにゆくハネムーン

馬にはあらずオートバイ群れ

七曲りくらやみ続くお化け坂

瞳の清き版画刷る少女

冬の耳熱きシャワーを浴びてをり
イピッ

櫟林が東てて淀かくる

道路鏡に歪となれる乳母車
ハカイシ

一人しか持てぬ北京の子供
花の下墓石の無の字をなぞる

勿忘草の冑がいっぱい

ナォ魔女の會名乘をあげる四月馬鹿富

蝋燭の灯のほかは消さるる莊
震源の相模トラフは沈黙す重
醤油の瓶のすそをおさへる魚

そら豆を元気あまって飛ばしけり好

雨に金魚を売ってゐる店莊

駈け込みの階段教室解剖学好
別れる時をおそれつつ抱く〃

君と逢ふ前の私は只の人魚
何処へも出口持たぬ湖〃

月高し勝閏橋は開く筈好

イトド

脚の欠けたる蝉あゆます魚

ナゥ鱗雲すこしづっ物すててゆく富
チャレンジャー墜ち原子炉炎上魚
サーカスの火の輪をくぐる黒い豹重

手乘鶏鵡は籠を出たがる莊
矢を放ち弓道場に花吹雪重

踏み固められ春の土間なり魚
寺︶

昭和六十一年六月十四日首尾︵雄・東京︑芝増上
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ハ逗子・木の会ｖ

歌仙﹃四十雀﹄

藁屋根もゆる如き絲遊

四十雀高鳴きてゐる彼岸かな
卒業のしるしと徽章もぎとりて

草間時彦捌

草間時彦

本井鱈
小池恵美子

大輪靖宏

四人姉妹の末っ子にして鱈

ナォ鐵棒の匂ひ手につく春の園恵

ほぁ

忘れがたきは頬の冷たさ〃

突風に君の押へしスカートよ健

轌勤先に現はれし妻鱈

引き寄せてぐっと抱くは厚き胸葭

百匹の蟻樹を登りっ公恵

大沼に映りて夏の駒ケ嶽弘

世話を懸けたと死んで行くなる恵

夢の中禁酒禁煙誓ひしが弘

北澤葭

野中弘子

鰡釣る舟の水を打つ音

机に鍵をかけて仕舞ひぬ
川向うゆっくり昇る赤い月

小野寺健

背中合せに置かれたる椅子恵

︵舩・葉山町︑關東学院大学セミナーハウス︶

昭和六十二年三月十九日首尾

健

唐犬の突っぱってゐる花の下葭
あちらこちらに蠅の生る畠鱈

築地崩れていよふ春めく宏

ナゥ何ごとの起りしと鹿ふりむきて鱈

野分の中を狂ひ行くリア葭

大空を渡る満月ありにけり〃

ゥ萩叢に佇む人をあやしみて

健

むら

人居ぬ部屋にさそひこみたる
黒髪のやさしき揺れを燈の蔭に

宏

宏

弘

″

・凝固が

草

恵

夜更けゞて枝の風も静まる

黄昏に聰きしタンゴはなつかしく

領内の二十五箇村雪の晴
月光菩薩拝む着ぶくれ
暑さ感じぬ老いの悲しさ

居睡りのテレビじ−じｌ鳴ってをり

弘

一段

宏

かこひ

丈余の園すべて足りゐて

彦

優曇華のせめて咲きたるおのが庵

コーヒーブレイク若芝の上

花咲いてはや散る時のありにけり
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ハ岐阜・岐阜高校連句会ｌその一Ｖ

﹃降誕祭﹄

天昏し降誕祭の田舎町
人賑やかに去って行く年
久々に書棚の本を置き換へて

鈍く鋼を見せる小刀

城山のいざよふ月に届かむと

紅葉の下に清水湧き出づ
ゥ盃もいっそ艶やか新走り

国の説の取れぬ関取

門口で逢ひし和服の錦帯
寝起き姿の面のやつるる
八方をズームレンズに固められ

眉濃き人は破約増税

夏草の鉄路に登る月青く

右も左も夢の鮎の背

朝の補習に夜の特訓

太鼓打つ裸男の汗しとど
メビウスの輪を辿りたる花朧

架橋工事の酌の島士

ナォ婆さまと手を取り合って汐干狩

士

落ちのびてこればかりはと銀の笛昌

ゴビの沙漠を西へまっすぐ

君の血の音か夕陽のふつふつと

獄吏に託す詩集一冊昌

横土の真中に結ぶ草庵士

あの恋もこの愛も皆この世なる

端座してわが想念の円き月昌

カード繰りつつ明日を占ふ昌

鬼灯どれも紅く色づく
帰り行く燕に水脈のなかりける士

ナゥまづ一夜旅の炬燵の広々と

昭和六十一年十二月二十五日首

点と線とが東つる迷宮士
宇宙より時を超えたる矢の降りて昌
贄を尽くせる鍔の文様士
大吉のみくじを結ぶ花の枝
つゆ汚れなき谷の残雪昌

昭和六十二年一月六日尾

"

仙

主なき家に春風の吹く
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歌

名大佐

昌國修

畑野口

昌士一昌士一昌士一昌士一昌士一一士一

ハ岐阜・岐阜高校連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃田植﹄
南北に鉄路の分くる田植かな
名畑日日

面に映る影の涼しさ
佐口修

日比野安

渡辺正

長椅子に双子のややを眠らせて

窓をあければ初雁の声

村々を渡る月明あまねしや

日下部光

河村泰

ナォ赤き橋ただ徐ろに山車の行く昭

フォーカスされてしきる弁解昭

煙草切らして街へ出てみる伊藤俊一
園児らは小指立てつつ得意顔兼松修司

九十九日も通ふその果て昭

その上ミの井筒の仲にありしかど

梅鉢草のひそやかに咲く安藤美保

朝焼を見上げ両手の大欠伸

唯我独尊風のひんやり

飴までも復刻版の店先に昭

はたと静まる草むらの虫司

諭されて径出づれば月見船昭

土蔵開けば小判ざくざく

ナゥ廃村に松の大樹の聟え立つ昭

テールランプの遠ざかり行く昭

深更の独酒に散らす夢の夢司

心長閖に垂るる釣糸

東雲の山埋めたる花の雲司

昭和六十一年六月十四日首
昭和六十一年十月十四日尾
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能舞台にも白き風来る

ワ遠き世に神の降れる庭に立ち

修学旅行淡路島なり

数式も構造式もうはの空
未来はいつも泡沫のごと
金釧の堅きに似せて口説かるる

期限に追はれ着物縫ひ上ぐ
教住の窓に東てたる三シ日月

足温めつっ個人電脳

遙々と関羽従へ東へ

川面を渉る風の麗らか
昇天の時か臥龍の花の昼
耳を澄ませば春蝉の声

子一昭一昭穗昭一昌平一昭昌平昭一平一

八松山・錦心会その一Ｖ

脇起歌仙﹃郭公﹄
郭公や奥処明るき山毛檸の雨

切り立つ厳ホったふ滴り

渡部伸居捌

ナォ臥を挿す蜑の身すぎの細々と居

総会屋てふこれもなりはひり

節くれ立ちし腕黒光り郁
棟を守り大空睨む鬼瓦登

涼風を背に受けながら書に対す幸

マスクメロンに銀の匙添へ居

球場に人文字描き応援歌郁

かくれ宿知らせる電話待ちこがれり

心に君の名を刻みっ︑登

土居りつ子

析柄の月に鉄塔うかび出で居

武智仲志
渡部伸居
兵頭路子

白き猫抱く刑発少年

荻山幸子
三好郁子

新しき画布匂ひゐるアトリエに

大池の名月賞でっ堤行き
快吹きぬく秋の野の風

居

日記にはさむ恋淡き文
恥らひつ鏡に向ふ妻若く
煙となりし灰色の過去

居

郁

幸

めぐる峯々今日も霞める登

ナゥ冬近き温泉は客も疎にて登

霧笛響かす海峡の船郁

パリの街角ひとり眺むる幸

ゥ桐の実の鳴れば旅愁の募りたる

高層のビル街と化す夢の島

路

齪岬誌什一奪掠朋仁卦四申壗︵一部文音︶

り

岡本孝子

︵齢・松山市久米公民館︶

手の音に鯉集ひ寄る花の下郁

陶狸の膳の塵拭ひ終へ居

テレビ掛け放して主ジどこへやら幸

いたづきの子が床に臥しをりり

ドラムに凝りし医者の跡とり

米山登茂子

路

東て月に薄き胸板射抜かれて

焚火の炭に玉霞置く
村境小さき川を目印に

り

近藤美代子
幸

同窓会の幹事ひき受け

遠くに届くお遍路の．鈴

花びらが宴に舞ひ入る広座敷
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八松山・錦心会Ｉその二Ｖ

脇起歌仙﹃春山﹄
春山や雲を脱ぎては杉匂ひ

谷を渡れる鶯の声

立雛の顔も漸く飽きられて
玻璃戸磨きっ丁日過ぎたり
天心の月いさ︑かの曇りなく

飛石までを覆ふ白萩

渡部伸居捌

武智仲志
三好郁子
土居りつ子
米山登茂子

渡部伸居
荻山幸子
″

郁

ゥ街騒も吸ひ込まれゆく秋の晴

留守のつれづれカード占ひ

り

茂

手文庫に契りの文をひそめたる

池の漣消ゆることなく

居
幸

西東気儘な風の吹きまはし
ひとり暮しの気負ひがんばり

り

郁

祭笛聞く旅の宿なる

茂

月わびし固き褥に夏を病み
ポンペイの遺跡に小虫群れ飛びて

居
幸

いづくも似たる村の趣

郁

接待の盆へ散り入る花吹雪

昼餉の菜飯乙な味はひ

ナォ抱きとり仔猫に鈴を結びたるり
こっぽり下駄で誰か来るらし茂

湯の宿に明治の姿残されて居

札所巡りの輪袈裟金髪幸

ハワイより週に二三度ラブコール郁

残せし妻の不倫疑ふり

相隣る佳人の香り灰かなる茂
焚火を囲み肩触る︑まで居

北風にあらがふ子等の頬赤く幸
チェルノブイリの放射能かも郁

煙突と煙突の間に出でし月り

厨のいとや長き髭振る茂

ナゥうそ寒の文士風なる籠り切り居

井戸端会議の声は筒抜け幸

茂

候補者は握手を求め親しげに郁

若さ溢る︑俄かステージリ

花衣仮の衣桁に掛けしま︑

母郷に二泊朝寝楽しむ居

︵齢・松山市久米公民館︶

昭和六十一年四月二十二日首
昭和六十一年六月二十四日尾
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八東京・草茎その一Ｖ

歌仙﹃夏座敷﹄
夏座敷山雨忽ち到りけり
はたと止みたる松蝉の声

切通しそぞろ歩きの楽しくて
古城につなぐ径はなだらか

天心の月に故里偲ぶらん

木犀の香の流れくる窓

朝市に見しひとの面影

ワうそ寒く能登の旅愁をかき抱き

銀のちろりの酒は熱燗

亡き妻をふと思ひ出し涙ぐむ

宇田零雨捌

宇田零雨
佐野とし子
及川ハツヱ

小川広男
日笠靖子
と

″

都川一止
宇田都子

磯直道
ハ

道

木村筧水

しんしんと降りつむ雪のおやみなく

千年杉にひびく鐘の音

鈴木佳子

永雄もりえ

靖

男

″

むささびは月に溺れて空を舞ひ

平家部落に秋は開けゆく
通草蔓引けば吊橋揺れ揺れて
心もとなきリューマチの足

古りし庇をたのむ巣燕

室生寺の石段高き花曇り

ナォ名物の田楽少し焦げくさき都
出湯の町に迫る夕暮水野治夫

別れし夫の消息も絶え夫

芸が身を助けて今は左棲都

さむざむとして飾売る店止

銀座の灯ともりそめたる大晦日水

うらぶれの詩碑海鳴りに耐ゆ都

狛犬の鼻の欠けたる荒れ社ハ

狂院の門とざしたる丘の上と

訪ふ人も無き古りし草庵も

無憂華あかき昼のさびしさも
雲の峰くづるるあたり月淡く道

ナゥ扁額の藤村の字の細きこと道

浅間の煙風にたゆたひ止
さっそうとサイクリングの長い列広田節子
湖畔をめぐる道は暖かハ
雲の彼方に帰りゆく烏と

ひとり来て名残の花を惜みける〃

蹄輌誌什一︾托卵廿拒申雷︵鯵・草茎社︶
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八東京・草茎ｌその二Ｖ

歌仙一﹁簾かけて﹄

青紫蘇灰と匂ふ片隅

簾かけて小さきくらし守るてふ

門川の水は清らに流れゐて

声をおとして雁の列

宇田零雨捌

ナォ夢のごとお遍路の鈴聞えきて佳
弁当開く丘はまろやか西郡真佐女

仲見世の灯につげの櫛買ふ糸

久々の中国孤児の里帰り福

夕立あとの風の涼しさ井上きよ

浴衣着の襟にまつはる洗ひ髪渡辺志計子

福

みちのく誹りやけに気になる鈴木つとむ

癒え近く那須高原の療養所え

ドル安の不況に暇をもてあまし

頬冠りして寒鮒を釣り佳
佳

三本杉のめだっ御社っ

宇田零雨
東浦佳子
岸本花子
山尾糸江
上野好子

月渡る百戸ほどなる一部落
粧ふ山にとりまかれつつ

益田きみ江

ナゥここらまで野猿の群が来るといふ糸

蹄耐蒜拝一︾忙朋什拒叩霊︵砂・草茎社︶

蛙けるける鳴きやまぬ池〃
入学の足どり軽き花の道福
汐の香のせて風は暖かっ

公園になるてふ話まとまらず真

閉鎖されたる古き狂院っ

冴えざえと湖の真上の昼の月糸

ゥ辻に立つ野仏の耳欠け在し

加藤えう子

下村てつ男

夢え

蕩え

狂ふが如く凧の中

花

親にかくれて逢瀬かさねる
おみくじは大凶なれど姫りて

心もとなくさする足腰

繁華街火事のサイレン鳴りつづけ

清水福子
福

窓越しに鋭き月を打ち仰ぎ

夜学教師となりて幾年

糸

″

糸

佳

子規忌過ぎ定家忌も過ぎ葉鶏頭

猫を相手にひとり酌む酒
咲き満ちし一樹うれしき庭の花
影むらさきに揺れるかげろふ
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八東京・草茎Ｉその一一一Ｖ

歌仙﹃わが魂﹄

舂の夢より淡き遠山

わが魂のただよふごとし花おぼろ

匂ふが如き前栽の池

故里は昔のままに購れる

宇田零雨捌
宇田零
木村葉

磯直

ナォ国宝の候補となりし大手門雨
つひに丁髭切らざりし祖父山
威儀正す写真の色はセピア色道

母校に来しも二十年ぶり雨
初恋の人の名残る松の幹山

面影しのぶ夕凪の海道

雲の峰魔ものの如くひろがりて雨
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犬神瀝きし男さまよふ山
荒れ寺の塔婆乱れて倒れたる道
萩も芒もしとどなる露雨

借景の比良にかかりし今日の月山

湖をわたりて雁の鳴くなり道

ナゥ撰集の名を思ひつく夕まぐれ雨

教師をやめてすでに久しき山
国内の観光旅行つづけつつ道

窯場を訪ひて茶碗蒐集雨

花冷の襟かき合せかき合せ山

あゆの風吹く川浴ひの道道

離輌誌拝一奪梱朋仁十地肥牽︵文音︶

／

月皎と傘寿の翁の健やかに
秋の麗らに集ふはらから

床に飾りし水晶の玉

ゥ酒をのむほかに能なき御命講

厚化粧して夏の装ひ

ジプシーの踊りの曲が流れきて

まがりくねった泥多き道

岡惚れの祢宜を乗せたる祭馬
凧にゆがめられたる三日の月
バスを待つ間に懐炉ずり落ち
じんじんと抜糸のあとが瘻きをり

焼けこがしたる田楽の串
八重桜隣はヘボン旧居なる
蜥蜴出でたる破れし石垣

道山雨道山雨道山雨道山雨道山雨道山雨

八松山・草茎松山支部ｌその一Ｖ

歌仙﹃風狂の﹄
風狂の孤高の詩や鴫の秋
柿たわわなる倉の庭いち
月皎々一朶の雲も寄せつけず
汐の香ほのと匂ひ来るなり
なつかしき恩師を囲むクラス会

床の間にある壷の白百合
ゥ水に散る灯の華やげる夏祭

思ひ思はれ交す口づけ

含蓋みて笑へば黒子愛嬬よく

足すくらせてつきし尻餅
マンションのビラばっかりが目に入りて

心ならずも迫る年の瀬

宙天の月寒々と冴えわたり

吊橋揺るる落人の里

店先に木の根細工を出し並べ

かすかに間ゆ暮合の鐘

ぼんぽりに映りて花のひらひらと

色やはらかき草餅の味

寺岡情雨捌

白

寺岡情雨
吉金白水
野原初子

ナォ山の湯に四五日続く春時雨千
コンピューターで独り占ふ朝

命の限り尽すひとすじ寺岡冬煽

スナックで拾った恋と言ふけれど〃

犬を頼りに猪狩に発つ白

寒灯の暗きに足袋を繕ひて久

快晴の空に尾を引く飛行雲千

耳をっんざく随の声〃

眼下に見ゆる瀬戸の島々久
水軍のその名も高き砦跡千

不気味にも片割月の傾きて煽

︵雄・梅津寺パークホテル︶

昭和六十一年十一月二十五日首尾

今日ありて明日なき花の盛りなり保

偽物らしき鉄斎の軸〃
退院近くなりし春昼情

クーラーの音かしましき夏行宿千

濁りを海に注ぐ梅雨晴朝

預金金利の下がるうそ寒朝
朝

武知千代
山田久栄
杉浦朝子

ナゥ雛よせはいつも市民に被せられ煽
初

山本保
″

千
朝

冨田きみ枝

き

久

白
久
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八松山・草茎松山支部ｌその二Ｖ

脇起歌仙﹃﹇月圭ヨ寺化﹄
吉岡吐月捌

寺岡情

宇田零

明け易し月雪花の五十年
柿の若葉に旭かがょふ
分譲の宅地造成迫り来て
杉浦朝

吉岡吐

記憶の底にすだく虫の音
武知千

山本

吉岡栄

昨日も今日も降り続く雨千

ナォ苗代の準備なかなかはかどらず情

無心に歌ふ狂女いとしく初

初恋の入いつまでも忘れかね野原初子

涼しき風の渡るひととき富田きみ枝

夜振りの火揺るる二の橋三の橋千

窓の向ふに見ゆる富士の嶺千

語りつぐ民話楽しく聞き居れば朝

群り咲いてゆらぐコスモス保

転地して来し療養の明け暮れに栄

胸えぐるかに啼きしむささび千

落人の隠し砦の月蒼く情

雨洩りしるき市営住宅情

ナゥいまわしき戦の記憶ややうすれ初

一日を孫のお守りに疲れはて情
千
鶯餅にお薄いた武き

擬宝珠傾げて炎ゆるかげろふ初

産土神の宮居畏き初桜保

酩緬誌十才︾計朋二計一甲雷︵齢・東雲公民館︶
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待宵は湖水を金ンに染めるらむ

掌にまろばせて遊ぶ団栗
ゥ父の忌も過ぎて離郷の日の近く

思ひつのりて告げる恋情
中年の旅の役者に一目惚れ
小銭わずかに残るポケット
風すさびときに潮騒高まりて

円高不況迫る年の瀬

西空に利鎌のごとき月寒く

離れ座敷へ続く飛び石

のっそりと隣の猫が顔を出し

取り落したる三味線の撰
お題目かすかに間こゅ花莚
虻に刺されて子供泣くなり

保情〃千情忠情千保情千朝代情子雨月雨

八東京・葛ヶ谷会ｖ

ろの﹃私の聖書物語﹄

速度絶対なりと

元日を遊ぶ茶畑山丸し
山地春眠子

佐々木碩夫

生霊振り返るさまおそるしく

几帳のかげのうら若き姫

ぐい呑みに写楽の月を凍らせて

六行四連一茶畑﹄

ナゥ初霜や時間と挨立ちあがる

親となる掌に受くる御降り
工藤一綱

やはらかい時計の針を動かす

返り花もて飾れ鱒翁

ふと聴きしそれだけのこと陽炎に

佐久間多満

いきすだま

雛の間ともす淡き雪洞

昭和六十一年一月八日首尾

︵齢・中野・哲学堂

勝田けい子

山地春眠子捌

のぽ

石蹴りの輪のとびとびに残りゐて
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彰け

筆け満碩春繭

ぽ

勝田彰

菅

執

L一一

光る

水兵さんの大き眼球

てぬきさら

老鶯と昔の恋と

ワ汗手貫新なる僧の江の電に
煥のごと心をあぶる面輪にて
罪の指もてパンを食ふなり

禁酒禁煙徳利に穴

餓鬼腹と名づく茶入を写しおく

ナォ青墨の惨みはじめる月の下

北山みちの秋の夜しぐれ
み
しらずくに
身不知柿は無事のあかしの故郷だより

人の勝手は許しませんぞ

碩け繭満け満
繭満け繭

ヨ
ア

ー

も

八東京・くのいち連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃掃きよせて﹄
暉峻桐雨捌

小方光

伊藤紫

暉峻桐

木橦の垣のっヌく月白
仙波鶴

掃きよせてみたし夕べのうろこ雲

小耳にはさむ酒落れたブティック

炭ひとつ名残の風炉につぎたして

鳥沢

内山司

明り障子に水仙の影

吉田圭口

矢島

ナォ鋤牛で片付くほどの田を持って紫

ワープロで書く父への便り光

小糠雨休講つげる掲示板鶴

バイトをやめてメイクラブする司

風邪声でわるいひとねとさぁやいて霞

ちょっとだけ屋台をのぞく帰り道吉

寒桜ちる宵の公園眸

もうあの婆も喜寿すぎつらん桐

赤字線最後の電車はしり出し紫
移転通知にそえるイラスト光

ふりかえりお気張りやすと月明り鶴

ことしは蕾つけぬ秋藺司

ナゥ窓あけてそっと追いだすのこる蠅霞

茶器の手入れを念いりにする眸

植木屋が煙草くゆらす小日の暮れ吉

ものの芽をふむ煉塀の道桐

花のころ孫もそろって初舞台紫

舂の渚であそぶくのいち光

醗輌誌什一峰枕朋二払八甲壗︵文音︶

−101−

冬晴れの今日は朝から髪染めん

隣りのピアノまた鳴りはじめ

ゥもう一度さがった熱をたしかめる

はたが気にする僕の純潔

片思いはやふたとせとなりにけり

珈琲す蚤る夜更けのショップ

ノーベル賞黒人作家の手にわたり

人かげのたえて涼しき夏の月

肩ぐるましてつるす風鈴
気軽にうごく町内の世話

らくがきも三代っ茸きの破れ壁

長生きうれし開帳に合う

満開はもう過ぎたけど花むしろ

紫桐吉眸霞司鶴光紫桐女眸霞花女浦苑雨

八東京・くのいち連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃春秋を﹄
春秋を生きて悔いなく山眠る

笹鳴っヌく夕映えの里

手造りの豆腐料理がはやりだし

暉峻桐雨捌
暉峻桐
烏沢
吉田士口

内山司
矢島

ナォ売りきれし風船ひとつ孫にやる眸

調子はずれの歌も出る風呂鶴

アルバムのこれがあたしか柳腰紫

金婚まぢかよくも耐えたり桐
撫でさする女の髪の冷たくて霞

紫

ことしも雪の深き岩倉吉
弟子入りのやっとかないし文届く司
社の鈴の鳴りひヌく朝眸

靴の紐とけた妹待っている鶴

頭痛持ちまで母にそっくり

月の出を知らせる声に耳ふさぎ桐

塩ふりすぎた旅の枝豆霞

ナゥ草相撲はやちりか︑となりにける吉

今日は機嫌のたばこ屋の婆司

かげ

昼前に洗濯物がよく乾き眸
予約すませた人間ドック鶴
墨染の花千年の照り譜り紫

茶摘みの唄でにぎやかな丘桐

恥銅誌粁一軒一一一朋皿甲率︵文音︶
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ゲートボールで噂とりか︑

風むきで今夜の月を占って

伊藤紫

仙波鶴

さんま安いと貼りだしてある
ゥそヌろ寒おなじ部隊の二等兵

赤ちょうちんでぼやく円高

夫婦きどりで遠花火見る

待つことになれて身につくヒモ稼業

陸橋のかなたに安房の昏れのこり

つくろい終えた網た易みおり
どこまでも追っかけてくる望の月

駅伝めざし駆ける芒野

屋根にどたりと坐る黒猫

秋鯖をちと買いすぎたもどり道

ボートレースにゆれる人波

見わたせば果てはかすみて花の雲

司吉霞桐紫鵺眸司吉霞桐苑女眸花女霞雨

八松山・興聖寺連句会ｖ

歌仙﹃風薫る﹄

白方筍

松永静

松永静雨捌

トンボ追ひつっ駈けて行く子等

呼べばすぐ戻る渡舟や風薫る

矢野通

安野次

金子好

よく冷えしメロンは口にとけこみて

壁の白さに似合ふ油絵

滕里畠

リオの娘等腰を振りつつ園

ナォとりどりに衣装凝らしてカーニバル次

忽ち槌せし冬の夕焼筍

口づけを受けて得意の闘牛士通

女性党首のやっと誕生通

みかんむく炬燵布団に足入れて宇野哲也

科学のみ進む悲劇の世紀末雨

さっとかむりしひょっとこの面園
民謡でおぼえし英語フランス語好

干柿あまく偲ぶ古里好

ホームステイで俳句教へる園
月の出は波金銀に綾を織り通

ナゥ高らかに足音ひびく運動会也
趣味のビデオはプロに劣らず筍
全能のアラーの神をひたすらに〃

やっとの事で台詞身につく好
大甕に花どっさりと大広間園
紛れ入りたる蝶がひらひら雨

蠅榊誌持一舜秘朋二什珪明率︵齢・興聖寺︶
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別荘のしじまの底の居待月

草稿成りて匂ふ菊の香

ヴわが夫の若き遺影に秋ふかく

人一代は恋の遍歴

逢ふ為の裏工作も種が蓋き
泣きの泪ですごす此の頃
アメリカは海の向うの遠き國

輸入超過の世論がうがう
寒月下冴えたる巖峨々と立ち
湖面いっぱい滑るスケータ
乾杯の音頭とれよとおだてられ

公務員とは窮屈な者

戸無門筒井門とて花万朶
百噂りの止むこともなく

園通雨通好園次通好次ノノ筍雨子子子子雨

八郡山・郡山連句会ｖ

脇起歌仙﹃風流の﹄

風流の初やおくの田植唄
苗挿す方に冴ゆる郭公
特売に買ひし魚を筍にして

交はす挨拶馴れし街角

一刷毛の淡く清らな昼の月

公羽

佐藤淳捌

佐藤
大和田依心
吉田

逃げ行く子等は馴れし丘にて栄

ナォ野火付けの半鐘守る男達淳

君こがれつつ爪の輝き淳

夕空にオトギの如きゼット浮き

夢にまでハッピーエンド籠枕栄

打ち水の奥何を秘むるや悠
絶対の数は力と押切りて淳

歴史に学ぶ無常迅速栄
一家離散に憾む円高淳

思はざる長寿日本地球一悠

茄で唐きびに声も賑やか悠

冷えノーと刈田の水に月渡る栄

庶民無縁とＮＴＴ株栄

アゥ絢燗と哀れを隠す菊人形淳

三行足らず日記書き了へ淳

依心

栄

大都会ネオン落ちゆく一つづつ悠

花の山原子時代も元禄も

再会約す陽炎の中悠

蹄輌誌什一辱缶朋十置叩率︵文音︶
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秋の山々色深み行く

ワ湯の宿に煙草くゆらす長き夜

荷に余りたる名物の品

仮そめの恋と知りつつもの思ひ

便り途絶えし君は栄転

新聞のローカル版に時の人

増税なしと政府公約

天心の何か問ひ度き冬の月
吐く息白く吠える野良犬

膝栗毛今は昔の新幹線

遠嶺にかかる日の美しさ
花に寄す浮立つ人の変りなく

霞重たき下町の景

悠淳栄悠淳ノノ悠淳栄悠淳栄悠淳栄紀淳

ハ愛媛県・小松連句研究会ｖ

脇起歌仙﹃とどろきを﹄

ナォ雄孔雀次ぎ次ぎに飛び風光る

人みな票にみゆるこのごろ

龍馬像修復なりし仰ぎけり

冑年団長女性誕生

かい

街の灯のちらりほらりと見えて来て

水煙に翔つ白鷺の群
月

鈴木春山洞

今井新月

徳永山冬子

月光を浴び酒を酌む恵比須顔

ジェラシー蒼くめらめらと燃え

投げキッスより恋仲の深まりて

領巾振り山の展望台に

海岸は曲線を描き反り返り

避暑の荷物に﹁おくのほそみち﹂

法螺貝を吹き野馬追祭始まりぬ

粕汁にとて粕をたっぷり

洞

鈴木春山洞捌

月の出を待ちゐる朽ち家二三軒

月

ナヴ観るかぎり斜面の芒しろがねに

雲の鴎りをみする原なり

暇もてあまし民謡教室
池の面に映る天守に花筏

あちこちでママさんバレー流行し
月

蝶の舞ひよる温泉の宿なり

昭和六十一年六月三十日首
昭和六十二年三月二十日尾
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とどろきをめざして滝の落ちゐたり

楓紅葉のトンネルを脱け

同
１
月

燈下親しむ老刀自のゐる

逢ふ獺楽しむ電車五輌目

洞
同
１
月

ゥ爽やかにドライブウエイ疾走す
どちらともなく立ち寄りし喫茶店

中国の孤児親を探しに

洞

北方の領土は今に帰るなく

喜寿の祝の毛皮届きい

月

洞

同
７
月

月

東て月を貰ひ湯にゆく子供連れ

松てふ松の枯れし境内
大草蛙奉納すみし仁王門

離島へ船の医者のもてもて

花吹雪襟にも袖も懐も

石鎚秀峰陽炎の中

洞月洞月洞月洞月洞月洞月洞月洞月洞月

母︑︾﹄
ゾ
︑ｆ

八東京・柴門連句会ｖ

歌仙﹃紅花咲かせ﹄

山に鵠す老鶯の声

たに

紅花咲かせ実験園長女人なり

炊煙の村をめざして下る渓
ふと思ひたるちちははのこと

伝来の刀の肌は月に濡れ
黄菊細工の武将はでやか
ゥ蜂の仔をひさぎはるかに塩見岳

発破の音の遠く聞えて

木村葉山捌
木村形型子

松島祐子
明石潤子
上野好子
三原千寿代

大島紀伊子

伊原正江
井口日自一元

大久保あや
矢口美穂子

隣家より猫くぐり来る塀の穴

着慣れて柔き手織りの紬

岩熊睦美

惣菜買ひに子を走らせる

鈴木美恵子

高山佳子
平佐愛子
柴田純子
柴田南雄
臼井久子

宇佐美多津子

時期遅れひとり遊びのキュービック

月明りスノーボートに怪我の友

凍てるがごとき水烏の影

馬も曳き出す村の婚礼

地の涯に夫と呼べぬ人と来て

固き顔して入学写真

花万朶樹齢二百を越えてなほ

赤いヤッケの若者が群れ今井楊

ナォ蒼天の飛行雲追ふ啄木忌丸山敬子
旅も沙汰止む原発の事故吉岡保子
龍神が今も棲むてふ山の池高田禮子

をと
渡り初めする夫め婦
三代福島時子

あきらめて幼馴染みに嫁ぎしが本間千枝子

汗の背中の刺青の鯉福島新吾

増築の金槌の音にぎやかに橋川じゅん

うつし世のはかなさ秘めて祭舟祐

瞼に浮かぶ故里の秋潤

エンストおこし車けとばす睦
名月にラインの古城静もりて穗

ナゥ鶯釣の始末悩みっ米をとぎ菊池梨枝子

まだあるはずと糠味噌の瓶野坂民子

とせ

外っ国の単身赴任早や三歳昌

春の虹立つ紺碧の海和田水

休みのたびにドライブの旅恵
エルニーニョ桜前線異状あり南

昭和六十一年十二月十日尾

昭和六十一年四月一日首
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八松山・三如会ｖ

脇起歌仙

酢牡蠣肴にこなからの酒
優勝の工藤の写真飾りたて
校長室に立たされてをる

冬月の涛に砕くる岬鼻

札所巡りも半ば過ぎたり

ためらひ心的をはずれぬ
天皇杯四十五位の不成績

口もとの小さき黒子のいとしさに

姫達磨にも八つ当りして

ゥした蚤かにもんどり打ちて起き直る

堀川添ひに疾る夕立

髪結ののれん涼しく揺れもをり

都の話夜もすがら聴く

もてなしは啄木鳥ばらに叩かせて

杉の秀群にか蚤る昼月

や

秋晴や堂に吸はる参詣で人

晴

身じろぎもせぬ孕鹿なり

散る花の中の一つが高く舞ひ

武智仲志捌

正直すぎて冷飯を食ふ美

ナォ種芋の叺置かるシ納屋の隅易

百羅漢みなおどけたる顔志

ひれもすを読経写経にうち籠り路

勝

﹁キャッッの舞台﹂飛ばす大汗杜

日に騒ぎ風に騒げる椎若葉勝

うす暗がりに捜を待つ美

︵砂・松山市久米公民館︶

昭和六十一年十二月十六日尾

昭和六十一年九月三十日首

踊やさしく春草の丘杜

石垣の夕日に免れ子等唄ふ路
客もあらずに動くゴンドラ志
花満ちて野点の席の整ひぬ勝

ナゥせめてもの箸と思ふ菊枕美

鉄扉鎖す鹿鳴館へ月の雨勝
質屋へ戻す宵闇のころ杜
日記をつヌる古き文机易

手燭に帰る指のあでやか志

抜足に差足に耳そば立て蚤易

野村喜舟
兵頭路子
武智仲志

抱きしめてみてより胸の豊かなる

稲垣杜駆子

東勝子
乃万易子
生口美高
士心

路
券
Ｉ
杜
易
美
路
士心

券
ｌ
杜
路
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萩
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ハ高知・三冊子研究会その一Ｖ

歌仙﹃パレットに﹄

夏の書斎は庭の別棟

パレットに菖蒲の真白絞り出す
ひさびさに恩師の電話かかり来て

基準に合はい新設学部

桜紅葉を踏みしめて行く

石原涼捌

石原

徳岡紫

宿の養女は美貌なりけり乃

ナォ慈姑掘る泥篭どろにまみれつつ涼

モデルの椅子がやや高すぎる乃

わらべらがかわらけだなど口さがな涼

十匹づっを蛍かご売り乃

ブルースの女王はいまだアルバイト涼

橋に夜な夜なお化け出るとか乃

このあたりまだおもかげの城下町涼

大坂は浮世草子の町にして涼

エイズさわぎもひとむかし前乃
禅堂に真如の月の澄みわたり涼
みやぎの萩のこぼれ咲く庭乃

風すこし出て初雁渡る乃

ナゥ琴の音も大原御幸の秋寂びし涼

ゴッホの如き髭が飯食ふ乃

錦繍のとばりのかげの夕ながめ涼

嬉しきときは春風を吸ふ乃

花無心尾戸焼茶椀散り入りて涼

蹄禰誌汁一審醒朋什唾叩率︵船・宇和川匠助邸︶
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渦潮の大海原の眉の月
ときめきし世の拝領の櫛

ゥ佗住みの支度ととのふ温め酒

同窓会はいまやたけなは

黒髪も浮世絵すがた君を待つ
茶道伝授は名ばかりにして
角樽を提げて扉を押して入る
月のぼる下駄ばきのまま冬の舟

あちこち散ってゐる浮寝烏

悠遠の太陽系の宇宙にて
われ考ふる故にわれあり

タイム・トンネル利休忌の庭

目の奥へ奥へ咲きつぐ庵の花

涼乃涼乃涼乃涼乃涼乃涼乃涼乃涼乃涼乃

ハ高知・三冊子研究会その二Ｖ

歌仙﹁銀漢や﹄
銀漢やただかりそめに住みし土佐

月待つとなく更くる宵闇
さわやかに芝居の幕は上げられて

天井桟敷息を呑むなり

石原涼捌
石原

岩村牙

腰帳さげし人誰ならん涼

ナォ生きがひに爺がしかける上り魚簗童

濡場にしては明るすぎたり涼

蓋らへるペン脱砥の手を握りしめ童

前座づとめを嘆く新弟子涼

組羽織をふところに入れすごすごと童

閻汁会のとんきやうな声涼

ひっそりと破いて捨てる宝くじ童

思ひだしてはくちずさむなり涼

はじめての運座やうやく一句得て童

漢宮萬里遠征の秋涼

西安の賓館の月忘れめや童

生とは何か死とは何ぞや涼

ナゥ渡る雁仰いで寮歌どなり居る童

森を抜け林をくぐりさまよひし童

受賞のたよりとどく舂暁涼

青い鳥なり羽ばたくを見る涼
帰国してまづ母がりの花仰ぐ童

蹄岬誌什一一一毒牙朋才缶串雷︵文音︶
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炎天に熱狂の渦コロシアム
部下の剣士に薔薇ひとつづっ

ゥ宮廷の大舞踏会たけなはに
なにがし夫人けふ微惹てふ
誰知らぬものなき情事っぶゃかれ

風のまにまに座く白雲

みちのくの旅に出でむの思ひあり

定年前の賜暇十日ほど

少年の日のごとのぼる月の友
こほろぎくらく鳴き囲む家
ひしひしと討手の数のすさまじき

ビルマ会とて集ふ春宵

弥陀の称号天をどょもす
千部読む花の供養の荒法師

童涼童涼童涼童涼童涼童涼童涼童涼童涼

ハ高知・三冊子研究会ｌその三Ｖ

石原涼捌
香月亮香月亮月香亮月香亮月香亮子子涼
月香
代

歌仙﹃手を振りて﹂

夕づく門に白き木蓮

手を振りて別れしひとも霞みけり

ここの渡船は車のせゆく

暖かき頬なづる風吹きすぎて

新涼うれし家族そるひて

ミヨソテイス

ナォ勿忘草とつ国の種咲きそめて亮

円高不況街のあちこち月

角店に暖簾をかかげ八代目香

みめ美しき男十郎亮

わが君と呪文のごとくささやきて月
テレビドラマにしばし手をおく香

丑三つに市長選挙の勝利知り亮

土佐の皿鉢に踊る大鯛月

旅立ちに新しく買ふ時刻表香
秒針きざむ音の気になる亮

停年を迎へしころの後の月月
夜ながを灯し日記したたむ香

ナゥ肩組みて寮歌歌ひし秋のこと亮

落つる雫のやまぬつくばひ月
重文の指定を受けし屋敷町香
人影まばら夕陽映えたる亮
花に撞く古都の梵鐘段々と涼

春の湖水にひかる漣香

嬬輌蒜什二蓉皿朋一五甲率︵紗・宇和川匠助邸︶
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いざよひの月山の端にみえ初めし

お酒もらうて野仏のあり

ワ秋晴に飯含めしの吹きこぼれ

ふと思ひだす幼なともだち

秘めごとは小さきほどに愛らしく

静けさ占むるいしだたみなり

身にまとふ単衣のつむぎ選びける

城壁に日本しのぶ冬の月
回転木馬雪にっつまる
いつも見る山姿うつくし

ひれもすを無言のままに暮れてゆく

観光バスの遍路載せゆく

声かけて声かけられて花の里

山平樫石
岡野本原

八東京・鹿の会ｌその一Ｖ

歌仙﹃ルノアール﹄

ルノアール茶館の名としシクラメン

春のドレスの目に沁みる冑

交差点新入社員横切りて

脚の短き犬を抱く人

瀬戸内の海平かに月のぼる
髪にしめりの秋の汐の香
ワ木の実降り日記のみ知る胸の内
おんじき

細き飲食姫は臥処に

里離れ磨崖仏のおはします

竹林おほふ低き杣が家

良寛と一茶と月のそれぞれに

久しき友と冷酒を酌む

阿片瓢郎校合

阿片瓢郎

小林梁
瓢

安江真砂女

春

畑村春子
柳沢澄子
河村扶美

澄

真

梁

瓢

扶

真

三日坊主の赤字家計簿

真

ぷかりっとあなた任せの海月の身

又一つ電気製品せがまれて
止ってばかりの鈍行列車

梁
瓢

澄

稿成りて今日のびのびと花の宿

鳥獣戯画の襖うららか

ナォ田楽屋毛せん敷ける賑はしさ春

印伝財布のもの古びたる真

黙阿弥の因果の報ひおそるしき梁

あっけらかんとジーンズを脱ぐ加藤望子
目は燃えていやよノ︑と空の下志甫江美子

いしぷみ

川関の跡碑もなし瓢

雪濁り原発基地のいくつ目か〃
中曽根首相句などたしなむ望

年並みに視野狭窄の不自由さ真
スカーフなびきナナハンの月扶

葡萄棚つづく盆地の裏不二に江
人いざなひて今日は蛇笏忌梁

ナゥ草蛙の緒色布入れて吊しをり春

平和祈願の鐘の流れる望

見遙かす広野の果の千切れ雲梁

土筆のあくに指先を染め扶

女坂のぼりつめたる花万朶真

目借時なり書を枕に瓢

罷岬蒜什一蓉唾朋二什玉朋澪︵齢・俳句文学館︶
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八東京・鹿の会ｌその二Ｖ

歌仙﹃ルノアール﹄

窓越に見る春雨の糸

ルノァール茶館の名としシクラメン

阿片瓢郎校合

芳田龍子
島津貞子

黄川田美千穂

阿片瓢郎
宮田恭子
戸田貝江

高速道路出口混み合ふ

貝

図らずも公魚釣りに誘はれて

岩打つ波の音のやや寒

龍

月光の椅子にくゆらす葉巻の香

テレビに充たす恋のあこがれ

ゥ送り来し国の新酒を温めむ

美
龍

貝

猫鳴きながら裾にまつはる

六十の自惚鏡見る男

恭

恭

寒析の街角曲り消え行けり

美

美

点滴二本命綱とす

龍

月東み渡る山の大寺

昔語りの岸壁の母

雪吊りの松美しき庭にして

原子炉の下火となりし敦賀湾

恭

貝

小径に現れし白き初蝶

銅像の幕引落す花盛り

ナォ独り居の朝の退屈田螺鳴く恭

書道教授の古りし看板山口みづゑ

革新の市長の負けて保守となり宮下太郎

鯨のやうな雲の流るる貞
寄添へる新婦関取面映ゆく貝
膝枕して耳を掻かせる美

一大事馬引き立てて駈けつけん龍

行手果なし蒙古平原貝

名を知らぬ木々の下より湧く泉み

大きやんまの水に尾を打つ美
千枚田案山子が月を迎へゐて恭

赤い羽根挿す少年の帽貞

ナゥ秋祭祀れる神は猿田彦太

ハレー彗星かすめ去りたり貞

肩の張る力なき身の厨事恭

食ひ道楽の旅の終りて貝
風吹きて花僚乱と舞始めみ
難ながノ︑と春昼の閏美

離輌蒜什一癖に亜一汁至甲露︵齢・俳句文学館︶

−1 12−

八東京・鹿の会その三Ｖ

ルノアール茶館の名としシクラメン
山田一旱

阿片瓢

歌仙﹃ルノアール﹄

灯の入り映ゆる壁に雛の絵
向田三

菊池由

阿片瓢郎校合

春の雪同窓会のとまどひて
いはや

佐々木展

互ひに手握る別れなりけり

宗像一元

遠藤

ナォ遊園地の楽にまはれる風車由
うしろの声のまるくつややか展

−−ルハウス畳まれて鴇田秋甫

陽を眩しみて昼閾けし町章

駅長のホテルへ歩々のはずみつつ三
ばたノ︲︑とビ

昔程には鳴らぬ麦笛浜田文子

庇を低く農具売るなり由

やまめ

佐久の土手山魚らしきが川面に章

対日の貿易強ひる豆と肉展
三里の灸を据ゑて虫の音文
月のぼり渚に白く波光る三
夜食積みこみ釣に出る船秋

ナゥ主婦の座を離れのびのび温泉の旅章

紺着の匂ふ棟梁の来て〃

山紫に暮れなづむなり由
雄鶏の大名歩き庭先に文

種蒔く人のなつかしき景展

ほりものの弟子をつれたる花莚秋

鵬輌誌什一舞唾朋二什垂申窪︵齢・俳句文学館︶
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V

岳麓の窟にひとり月仰ぐ
秋の埴輪の樺がけせる
雨催ひ連子の窓に砧打つ

漢詩吟じつ辿る畔道

何気なく口紅さして裏木戸に
もつれる影の梢ｆぎごちなく
玻璃越しに冬の八坂の塔見ゅる

日東っ屋根に猫の足音

鯛焼の香に白杖の止まりて
笑ひ上戸の父に覚めにき
五十路にて単身赴任の辞令受け

関八州を流る大利根

茶店の軒に迷ふ蝶々

花千本吉野南朝の悲歌秘めて

由章翠元展元章三展ノノ由翠介子柿美子郎

八東京・鹿の会ｌその四Ｖ

歌仙﹃紫陽花﹄
紫陽花の変化の兆や雨の朝

近く鳴きゐる郭公の声

宮下太郎捌

戸田貝江
勝田けい子

蒲幾美

宗像元介

庇の下は風の通ひ路

宮下太郎

畳縫ふ浅黄の糸を走らせて
夕月にさっそう少年帰りくる

松茸飯のほかほかの湯気

一元

ナォ春惜しむ旅はガイドを先頭に貝
主婦の座忘れ無礼講なる山田章子

粗大ゴミやうやく捨ててさっぱりと太

哲学堂に出でし妖怪け

昔々水着ファッション目をそむけ貝

越中よりは六尺がよし太

竿頭の額にきまるよき男け

見直したわとかけるちょっかい章

愛よりは金々といふ口惜しさけ

寂聴尼から返事来るらむ貝

月出でて比叡の山の明らかに章
太

猫が追ひゐる青き露虫太
ナゥ隣より木犀の香の流れ来て貝
衣被茄で子の帰り待つ章

け

信濃の国に老いし種叔父

幾

をかしぐも今日ガランドの駐車場け

ゥ秋高く家兎もけものの香を放ち

妻訪ひの母屋の裏の釣はしご

貝
幾
一兀

け
一兀

け

太

貝
″

昭和六十一年六月二十四日首尾

︵舵・俳句文学館︶

岬の風をはらむ舂服け

岡の上うこんの花の眩しさよ太

雀が一羽跳ねてゐるなり章

手さぐりまさぐり夜の白むまで

鋳造の金銅仏のできあがり

座職の親子寡黙勝ちにて
雪しまく逆白浪の最上川

まづ促して燗の焼酎

悔もまた苦くはあらず米かしぐ

小さき家の雛のさざめき
大枝を垂れ花房の重たげに

昼あたたかく鹿苑の池
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八東京・鹿の会ｌその五Ｖ

歌仙﹃大寒﹄
大寒の一刀入るる鮭頭ラ
番屋にて聞く海の地吹雪

宮下太郎捌
坂田はま子

菊池由美
宮下太郎
畑村春子

写真展オープニングの人溢れ

経済大国底地値上り

志甫江美子

加藤真知子

″

江

郎

は

抜ける程白き女体に出逢ひける
手のぬくもりの消えてゆく朝

春

ほら

噴煙を上げし新島小さくなり

太

ナォ蕨採るそばのぜんまい閾けてゐて太

細くやさしき爪先の紅戸田貝江

とまり木にずらりと並ぶ男の眼芳田龍子

過去ふり捨てて惚れる刺青笹川耕人
蝋涙のひとすじ凍る持仏堂佐々木展子

落人部落春を待ちつつ春

銅像は浦佐の駅にそびえ立ち太
おしゃべり雀休むひまなし真
大統領二人現はるテレビなり貝

野天風呂より顔上気して真
長寿会一茶の里に月昇る春
南瓜煮込んで工合見る嫁耕

ナゥ秋風にゴム匂ひ立つ水枕〃
富士山のごとボタ山の見え太
北斎は夜逃げ疲れに酒を酌み耕

九十才を越えしよろこび龍

花のもと耳聡くして孕み鹿展

素足の孫が青草を踏む貝

蹄諏誌拝一垂一一一朋二什郵叩霊︵齢・俳句文学館︶

▼TF

手作りの月見団子はいびつにて

秋の遠足明日に迫れる
ワ鰯雲故里の家今はなし

叩きて洞の檸瘤々

医療費変るニュース頻々

真

ざわざわと青桐ゆれて月涼し

由
由

舂

は

江

くだつと

燧道を二十数へて岐神
揃ひ衿なる講中の人

車の中で缶ビール飲む

北を指す花前線のゆるやかに

ハレー彗星見えぬ朧夜

−』13−

八神奈川・鴫立庵連句会ｖ

歌仙﹃梅二月﹄
ふっっかにたまふ冷酒や梅二月

家重代の椀に白魚

久閻の話の尽きぬ日永にて

萩原樗捌
吉川磯
萩原

鈴木北

＋才麗かに人声のして池の端山

似顔絵描きに注文をつけ樗

息抜きにモンマルトルの喫茶店伸

篭一ぱいのドライフラワー山
救世軍知る人ぞ知る社会鍋樗
ビルの谷間の聖樹きらめく伸

恋すてふコーラの泡ふきこぼれ山
ピンク真珠のイヤリング揺れ樗

駅前の馴染となりし靴磨き伸

敗戦国は昭和元禄山

椰子の樹に懸りし月も青かりし伸

石ころ蹴って朝寒の道樗
ナヴ峡川は秋日だまりの風だまり山
手足洗うて鍬も洗うて樗

楽しみは明後日開く登り窯伸
一烏啼いて晴るる杉の穂山

花更けて星の数増すめでたさに樗

和気蒻々と囲む舂燈伸

蹄梱誌拝一蓉超二朋珂串霊︵文音︶
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庵復興の柱立ちたる

月高く墨絵さながら松の影

添水の音の時刻むごと

ゥ菊活けてあらたまりたる十畳間

軸の四文字の和敬清寂

金髪の茶道の稽古淑やかに
恋路の果ての帰化の手続き

百年目自由の女神天を指し

輸出超過が仇の円高

篁にさし渡りたる夏の月
コップに赤い水中花咲き
中年の単身赴任味気なく
しみじみとして風土の違ひ
花疲れ京訓りもていたはられ

壬生念仏の鉦の響きて

樗伸山伸樗山伸樗山伸樗山伸樗山伸樗山

八東京・慈眼舎ｖ

百韻﹃屠蘇

蒼天︵衆生八苦︶

三好龍肝捌
三好龍
根津圭心

臼木原孝

身上つぶした果の箒間

煙りて晴るぅ虫だしの雷

象牙擁ぐいと差込む帯のあひ

次男呼び寄せ明日は耕し

物かげはうす寒くとも花は咲き

昊天︵二十八宿︶

ともかくも売上税は反対と

ブラックコーヒー砂糖入れずに
窓拭のゴンドラ左右に揺れてをり

カメラ構へてチャンス狙へる

氷柱の周りに活けて薔薇豪華

肝敏佐孝由

ノノ子

ノノ

ノノ

杖饗の愚も哀れなり屠蘇の盃

両面使ふ絹の襟巻
三好敏

てんたう虫の黒は点々

−117−

恭

停志
玖
雲
実
雲紅恭ノノ実恭子紅肝実恭子〃

水野壬ヨ

にん偏をいん偏と言ふ曲があり

根津美

ジーパンを繕ひたるが馴そめか

寺のレリーフ愛のスタイル
姦淫のそのものずばり四分律

走る星屑深き瞑想

危ふしと支へたまでは月も知る

中流の意識ばかりが兎小屋
香りさまか︑カレー激辛

波の頭に月はくだかれ

田

子

赤

海本

金

蛭船

横雲ぬきし朝の初富士
国道を冷凍車は雪載せて
残暑見舞に俳画一と描き

士心

作本由々

白木原玲

水野害﹄

ち鱈ろ搦々ぬるき温泉

酔客のよろめく足を月は追ひ
︵不動十四根本︶

合性のい瑳筈なのがなぜになぜ
とんだところで叔父が口出し

智慧の輪の角のところでひっかかり

脛の細さに冷えしせ皇らぎ
秋山比佐

トクホンペたり強い関取

幸三

孝

由

木枯に団七人形踏みこみし

悪魔とも見ゆる歯科医のピンセット

端株すら持たぬあいつが罫線屋

美

美

荊楚学派にいまもなじまず

生

ばさ／︑と忘れ団扇の竹の骨

ごんずい場家並はづれの道のはた

新人類も詣づ新盆

子生由女次香郎肝

大王崎に猛き冬濤
採過の真珠を捨つるその嘆き
くもる鏡にかけるスプレー
夜なべの子すがしき月を背に負ひぬ

哀別離苦の遍路菅笠

どぶろくを神にさ皇げる谷の村

野太き声が謡ふ景清

葭寶茶店ひさぐ蜜豆

月光に怪談仕込むドサ廻り
ケタを間違ふ金の言訳
一軸は清波無透路姓氏印
児童生徒も遺跡掘じくる

ふみの日に講釈まじふ懸想文
ＪＲ発足エイプリルフール
凧の尾はちぎれノ︑て西の空

立川教義理趣曼陀羅

名物田螺味噌で味付け
白首に金の鎖が願をかけ

チェンマイを抱けば骨のなき如く

メッキはげたり蛇の校章
月朧夜店のはしのくつ甲飴
地酒ケーキを雛に供へる

上天︵十六菩薩︶

緋桜の異名に笑ふ花の下
故郷の親父は尚も健在

ころげけり宅急便のメイクイン

廃坑照らす月は冷静

大望も野望もなくて虫しぐれ

眼ンに滴水いたち太筆
天平の紅繧の尺の裏表
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白魚の指が反した銀煙管
卒業までと貢ぎっヌける
花起ししとどの雨よ薬研堀
比翼の紋は蔦にかたばみ
昊天︵千手二十八部衆︶

知事選に学界からもなぐりこみ

黄門さまがテレビ活躍
電卓に算盤もある事務机

タンゴにはずむ猫のステップ
こまめにも鼠の穴に石を詰め

スキーの長さ駅は黙認

担送の患者に雪は降りける
筋のいくたて絵馬に書きたし

邪気はうつぼつ欲は乱々
毒動にアクメ放出齢不問
岩肌の菩薩羅漢は汗をかき

肝恭雲恭ノノ実雲〃実恭〃雲実〃恭肝恭

肝恭ノノ雲実

恭雲恭実恭実雲紅恭実肝
実肝〃雲肝実恭実ノノ紅肝

英語まじりでどんと質問恭
日時計に時の記念日湖の風肝

動悸たかまる羅の胸恭

靭斎志異の狐仙たのしや実

あやにくに亡妻の顔浮き上り雲
深井戸も石の畳も凍てつきぬ恭

原稿用紙丸めぽい捨て〃
内需と貿易摩擦国の策雲
古
に
古鏡
鏡に
似似
た たる紅の水仙雲

手弱女の掌でなほす肩癖肝
合気道翁裂帛極意技山口良子

︵六根︶

にぶ色のクルスもかくる花衣恭

鶯餅を外人にだす雲

小懐紙は倹鈍箱に積み重ね良

世も末なりぬエイズパニック雲

不揃なこよりの長さ寸違ひ良

︹一言︺俳譜に苦しむは業俳の厄なり︒われらが如き遊

多忙をきはむ三伏の候実

俳をうたふ拙衆は須らく俳を楽しむべしと︒法も格も捨て︑

付
合の
の肌
肌の
のす
すべ
べら
らか
かを
を恋
恋ひひ言慕ふのみ︒如泥のはての騒がし
付合
きを読者は諒とされよかし︒
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ハ岐阜・獅子門ｌその一Ｖ

脇起歌仙﹃野に咲けば﹄
國島十雨捌

曲りくねれる岬への道松澤光津

ナォ親父面するなといはれ子の入試平光美泉

タレントの秘話伏せてあるとも松村あや

床置にせむと章魚壺所望して高木和子

錬金術に似たる仙薬丹羽由乃

よく孕む女胎児に腹蹴られ大野古久志

国鉄に火がつき人を売りに出し田中湖城

ワ笛太鼓秋の祭がそこらまで
あっという間に過ぎし年頃

ほろぼろ酔ひに芙蓉しぼめる

十二粒芋を供へて望の月

日はしろがれに雄の啼く聲

玲羊は保護をされたり撃たれたり小澤卯村

野に咲けば野に名を得たり梅の花

唐渡北勢子

各務支考
看住双十
國島十雨

有難やビルの谷間に月の光ゲ澤田蘆月
おれはどぶろく君は水割り相宮華宵
ナゥ蔓飛んで標頼りに薯を掘る恩田青桐
國島千代子

春日井朱雀

常川和光
可知知右
尾藤静風

岸一悟

昭和六十一年三月九日首尾︵紗・獅子庵︶

遣さるる真名詩仮名詩の花の寺水野吐紫

堤の高さおとる美濃側梅村卓矢

橋下に珍鳥ゐるとひとさわぎ洞下一恵

百二十翁惜しまれて逝く川地敦子

街頭易者客を待ちゐる村瀬頼霊

流石大手よ見透しの利く恩田とくお

掘り出し物の矢立とり出す

北窓を開くや友の訪ね来て
近藤寿仙
佐藤鐸子
相宮嶺火
高橋啓秋
梅村五月

雨

居直って都会暮しのＯＬで

時計気にする恋のガス燈
原宿は昔も今も宿場にて
襟巻トカゲに月の遁走

相宮緑峰

小川守

暫くはローン地獄を渡る雁

古りし畳に秋の蚊を打つ
一泊の旅誘はれて安返事
神・仏にはおほらかな国

望遠鏡で覗く糸遊

なるならぬ水の勝手の花盛り
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ハ岐阜・獅子門その二Ｖ

獅子門道統第三十九世
青々園國島十雨立机式

百韻﹃この道に﹄

この道にこの人ありて若葉萌ゅ

机大事に坐る蚊遣火

南庭に城の外濠とり込んで

舟型をせる腰掛を置く

遠きより竹馬の友の訪ね来る
数多の古書を譲りうけたり

ねじり鉢巻浜の勝負師

天水が命の綱の島育ち
十六で嫁東京さ行く

花の下西郷どんの垢落し

園遊会に麗ら招かる

こォ様々のこと話しあふ鳥曇

地獄谷にてゆで卵食ふ

お國自慢は黒壁の城

この入歯三鬼の入れて呉れしもの

三度拍手で遊ぶ今様

したたか酔ひし毛坊主の唄
弁慶も恋には溜息つきしとか

ニゥ隠し湯に柚餅子はら践ご煮染芋

ベト場を舐めに鹿が来るなり

露踏んでお山の大将月丸く

石に坐って弁当にする
手廟に港に入る船のドラ
暫しは君の咄聞かなん

観たくとも清水の舞台柵の中

罷り通さぬ贋の合金

泣じゃくり泣じゃくりして焼く手紙

思ひ込んだら痘痕も笑窪

仲人は七足半を草蛙して

大野古久志

澤田蘆月
國島十雨
近藤寿仙
傍島如是
清水錦江

小川守

水野吐紫

離郷の酒を落鮎に酌む

ダムとなる村に名残りの月を見て

ワ草紅葉並んでおはす道祖神

マップ片手に夏の満月

脇本陣資料館との札かけて

埴輪の目窪ぽっかりと開く

風の音瓢々として狸汁

蒲団の波のゆるる雪洞

宿帳に妻と書かれてどうしょか

塩運びたる坂くれるなり

梅田双十
常川和光
高橋啓秋
清水己好
岩永極烏
溌下綏軒
小澤卯村
阿片瓢郎
村瀬頼差

吸血の藪蚊太りてころげ落っ

後藤富美子

田中湖城
守屋慶子
益井菊枝
青山正吾

野田芸亨よ志

高樹旭子
平光美泉
高木和子
山本米子
森崎直子

所川胃寺化

川島支川
蓑島菊代
山中淡月
杉山智宥

堤民女

岡本春人
可知知右
出口陽山
仲谷牧鹿
島野雄雲
松村あや
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露見せし不義に雑仕は宿下り

程よく乾く泥の大根

動かぬ浮に煙草くゆらす
双眼鏡運上取りが自転車で
虎落笛やみて静かに月のぼる

なかなか腰をあげぬ碁敵
やシ皮が固くなりたる酒饅頭

知らぬが佛バイク盗まれ
やうやくに起きてそのまぁ花遊び

バケツで稚鮎放つ根尾川
三ォ星おぼろおぼろ手紙をふところに

永瀬利吉

春日井朱雀

売るに売られず壁画タイルで

三ゥまだノ︑と炉塞ぎもせで残しける

忙しくなる蚕掃立

野々尻孝子

前川てる子

西脇美智子

ぐいと呑み干す幻の酒

呉れてやることが楽しみ佛彫り

栗の不作に蕎麦の豊年

旅廻り座長無名の芸達者
島から島へか塾る大橋
原発の反対運動舟仕立て
野に下りては余技に没頭

永瀬静菜
野村輝雄
工藤星峰
鈴木北伸
梅村五月
松澤美津
山下小波

森フミ子
服部一放
瓢子峰明
松野弘子
河合勝子
尾藤静風

帰雲城語りったへて杣の月

岡崎愛土

大智寺古範

堀昌義
恩田とくを

秋刀魚さげつきぬお喋くり壜ども

清水きい女

今日はおはやう鶏鵡よくしやくり

佐保姫の舞うてうながす未開紅

二八となれば稽古の稽古

戸田大光

田口由美
各務上ロ

子安美代子

東明雅

清水としゑ

蜂に刺されてはれあがる鼻

早野正子

耶馬台國は何処のことやら

ナォ壬生狂言した蚤か泣いて見せにけり

亭主の留守にエアロピックス
弱されて居る振りをして一夜妻

相宮嶺火
大石聖山
相宮華宵
梅村卓矢
渡辺靖子
恩田静村

嘘を重ねて合はす辻棲

宅急便でふるさとの味

西田日士ロ

隠し撮りされてゐるとは気がつかず

古田悦子

淘摸とられたる銭を数へる
ぶちぬきの灸の熱さに這う畳

脱ぎしブラウス腹に巻きつけ
日替りの恋の火遊びやめられぬ

宮島紀一

小林しげと

野々尻ふみ

ドライブコース安全運転

幅庭月
小瀬洋善

川島四郎
高井禎子
高井幸子

珍らしき科の木織の財布にて

伝来もの易源平の絵図

流し仁輪加でせりふ忘れる

いくさなき世は夢ながら四十年

煎餅のお面は犬に怪しまれ
ひと皮むけば皆んな善人
歎異抄蝕のはじまる春の月
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堤防の内・外牛の放たれて

皿をはみ出す鯰蒲焼

セ里の渡し竿になる雁

冷し酒一気一気とはやされる
調子はづれに唄ふソーラン
引潮に流るシとみる月の光ゲ
ナゥどの村ものんぼり立てて秋祭
ゲートボールの試合あちこち

懐旧は教育勅語すらノ︑と

六十年の在位寿ぐ

このところ円高とめる術もなし

周遊券で安い旅する

ゴンドラの行き交ふ山の花盛り

瑞気集門俳譜の春

河村千鶴子

戸田鶴玄
森きし子
水野たず
近藤一鴻

河村明
富秋郎

國島千代子

青木みね
中尾文江
宮島みち
中尾青宵

執筆北勢子

蒔田浩

︵齢・せいらん会館高砂の間︶

昭和六十一年六月三日首尾
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ハ岐阜・獅子門その三Ｖ

脇起歌仙﹃初時雨﹄

旅人とわが名呼ばれん初時雨

祖師の庵も二回目の冬

さまざまの庭木生ひたち狭くして

遊ぶ雀の声のほがらか

國島十雨捌

松尾芭蕉
國島十雨

小川守

ゥ町内で割当てらる畠赤い羽根

恩田とく︑お

高木和子
高橋啓秋
松澤光津
山中淡月

秋の袷のしつけ糸抜く

麺棒をくるりとかへす宵月夜

カード電話の長いやりとり

変身にロッカー使ふ女学生
立ちし噂もなんの火遊び
牧尾ダム枯れ節水をせまられて

伊藤甫口垂一

田中湖城
川島四郎
相宮緑峰

村瀬頼霊

守

梅田双十
常川和光

啓

岸一悟

忘れたころに地震ひとゆれ
ビヤガーデン大ジョッキに月の笑み

折た蛍み杖しまふ短夜

落書を走る車内でする子達

捻り鉢巻客を呼び込む
空洞を持つ銘木も花盛り

ジャンボ田螺に困る百性

寂を伝へるお点前の腕山本米子

ナォ種案山子またの勤めに納屋を出て唐渡北勢子

隠れ見るひとが待つとはつゆ知らず相宮嶺火

赤も黄もある庭の千両梅村卓矢

ディスコで別れモーテルで逢ふ平光美泉
入籍を迫られいつもはぐらかし大野古久志

Ｘ線を観音に当て和子

埋もれし水琴窟を掘らんかな小瀬秒美

江戸の擬宝珠を残す大橋古

桝酒を呑みに連れ立つ足軽く春日井朱雀

雁の竿折れ曲りゆく朱

双

月の名の夜毎に変はる面白さ近蕊寿仙

羅宇屋の笛の下町に鳴る守

ナゥ神かくしありたる宮の秋祭美

孫の顔見てニコノ︑の婆々和光

噴火して溶岩テレビ溢れ出し

降りくる道のすぐ霞むなり執筆北勢子

瓢箪を土産に選ぶ花の山雨

︵鯵・忠節天神・忠節公民館︶

昭和六十一年十二月七日首尾
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國島十雨捌

大國唐
野島渡

國十北
勢

八岐阜・獅子門ｌその四Ｖ

﹃寒に入る﹄

寒に入る黒野城吐の濠浅し

外郎つまみ紅茶一杯

ひらノ︑ノ︑と雪の舞ふ午後
折鶴の金ンと銀とを折り分けて

熟るる林檎に引力があり

ナォうしろ見てふらり出てゆく孕み猫子

このごろ髭を溜めし神︑王雨

舳を向けネオンの海の女護ヶ島士

下ろす碇の赤錆びるまで子

裏返り亀が涙を流す岩雨

雪起し来て去ってゆく空士

煮凝をギヤマン皿に小出して子

箸なめ廻す苦沙弥先生雨

だらだらの坂ステッキを突きそこね士

欠けたる月のころげ落つ湖子
指折って廃村の日を数へ秋雨
オルガンの音かすれ赤ま鼻士

ナゥデュエットは九官烏と鵯鵡にて子

名刺置かせて帰す門衛雨

長枕高電圧銃下に敷き士
新聞を読みすする朝粥雨
乞食の花の翁の眉長く士
俳譜の凧揚げる大空子

︵齢・岐阜黒野・青々園︶

昭和六十二年一月五日首尾

ぜ

彗星のやってくるてふ月仰ぎ

波も契りの末の松山

ゥ眼と耳に透きとほりつつ草ひばり

塗り剥げし鏡に紅を掃きなほし
太棹しめてジョンガラを弾く

吟醸の剣菱と云ふ酒めぐり
玉の緒解けば月の涼しき
早立ちの湯の宿雨の破れ傘
紺の作務衣の似合ふ藪医者
勢ひをつけて膏薬引つばがし

郵便受に留守の貼紙

舞ひの手振りの夜は朧に

1皇、−

仙

一泊の常照皇寺花の旅

Tへ戸

歌

士雨子士雨子士雨子士雨子士雨子士雨子

八横浜・蛇も蚊も連句会ｖ

歌仙﹃ひとり居﹄

餅花咲きし家の明るし

ひとり居の母へ子をやる三ヶ日
おとなへば佐保姫おはすみちのくに

田打の翁山に向へり

機織る音の遠く近くに

子をのせて馬帰りくる春の月

夫の好みの赤飯とどく

ゥ利休箸城ある町につくられて

小枝秀穂女捌

小野静香
生島紀代
日野節子
香

久保井千代

渡辺伊志
野尻正子
″

鈴木篤子

思ひ出熱く影を重ねり

十年の五たびめぐりし共白髪

伊

千

船板の家ジャズをうたへり

門川の流れ変らぬ鯉幟

正

小倉生倶子

伊東静子

望遠鏡に雁のわたりし

静

遠海にぽっかり浮ぶ巨き月
妻子待つ家に新米二十キロ

伊
篤

静

山路にかかる鉄路消えたり

久方の友と会ひゐる花衣
更けゆく庭の朧いや濃し

ナォ手習ふは卒業演奏琴の曲篤

衣ずれ匂ふ仙台平の師伊
妻の不倫に削げし頬骨香

白哲のきりりと結ぶ唇若く静

さまよひし果の粉雪の降りだして生

淡き女影よぎる窓の辺生

髭のあるじと語り明かさん静
黒光る長押しに掛かる槍五本静

細腕の一途に継ぎし峠茶屋伊

裏の芒の音のかそけき篤

祖父の巻紙腰板に張り小枝秀穗女
吾が膝に猫うつり来る今日の月正

夕星ひそと吾にまたたく静

ナゥ柿の実の日々に艶ます縁の先伊

浅間をめざす老も若きも秀

高原のフランス好みの別荘地篤

新入社貝の憩ふ一日篤

白球とぶテニスコートの花吹雪正

︵鯵・横浜生麦地区センター︶

昭和六十一年二月四日首
昭和六十一年九月九日尾
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ハ安城・秋紅雅友連ｌその一Ｖ

歌仙﹃虎落笛﹄
風荒く終日間けり虎落笛

早くも灯る冬の山裾

配り餅蒔絵の重の開かれて
誰り言葉のぬけぬ大祖母
釣戻り真昼の月を不図仰ぎ

清水瓢
大野秋

ナォ石鹸玉五彩に割るる露地の奥紅

大曲りせし日本農業左

世帯持つ子ら誰一人帰郷せず紅
バカンス時代過疎は素通り左
握り飯これに限ると海苔と梅紅

恋女房と旅を打ちあげ左

鏡台に鬘おきある雪の朝紅

寒も明けぬに浮かれ出す猫左

廃業の雑貨屋家号忘らるる紅

月見は丁度彼岸中日左

母逝けり鬼灯上手鳴らせしが紅

添水の音の絶えず間ゆる左

ナゥ古塔には裳階がありて鰯雲紅

無戒の世にも戒は貴き左
改訂の新町名の味気なく紅
便利或は人を愚にする左

カラオケで歌ひ踊るも花筵紅

神代のこともしのぶ行春左

昭和六十一年六月二十八日尾

昭和六十年十二月一日首
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〃

泡立草のたくましき色

ゥ渡り鳥何処より来て何処まで

忙裡に捨てず俳譜の道

飯米を得るに過ぎざる小百姓

憧れし人は人妻にして

何事も後手より辛きものはなく

シャトル爆発火の玉となる
新聞をくりかへし読む二度三度

円引きしまる如月の月

金衣烏はやばや苑をおとづれて

先づ縄を切り雪囲ひ解く
老の身は花速かれと只祈り

アキノ政権多難なる春

紅左紅左紅左紅左紅左紅左紅左紅左紅左

ハ安城・秋紅雅友連ｌその二Ｖ

歌仙﹃山笑ふ﹄
鉄塔の霞めるあたり山笑ふ

バーゲンセール街の賑はひ

大志に燃ゆる青年の春
石鹸玉七つの色に輝きて
蜥矧鳴くのは嘘かまことか

金谷松
大野秋

電子頭脳にたよるパソコン

ナォ新社員敬語といふをまだ知らず

幻の埋蔵金はこの辺か
怪奇にからむ推理小説

武者絵の絵馬の古い年号

びっしりと枝に神籔の結ばれて

岡田嘉子の冬の越境

不倫てふ語に甘んじて逃避行

北よりの長き列車の屋根の雪
宛名の古いハガキ見つかる

五尺に余る糸瓜評判

のっそりと童話のやうな月出でて

借りた衣装の合はい桁丈

ナゥサーカスの天幕張られり秋祭

底深々と竜神の渕

傷心のひとり旅とて宿も出ず

春を名残りにかへる諸烏

ここからは車止めなる花の山

昭和六十一年十二月十九日尾

昭和六十一年五月十日首
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月の影踏みて戻りの並木道

農の疲れの肩に膏薬

ゥ厄日から厄日へ十日とくに過ぎ

円まだ高くなると観測

どこそこが悪いと老の愚痴まじり

思はい人に出逢ふ駅頭

折も折降って湧いたる総選挙
屋上にビアホールあり月涼し

ふところ軽くなりし旅先

外に厨のなきが不自由

古都税か寺のお布施かわけしらず

女も唄ふ田楽の店

千本の花は口より奥かけて

紅翠紅翠紅翠紅翠紅翠紅翠紅翠紅翠紅翠

翠紅翠紅翠紅翠紅翠紅翠紅翠紅翠紅翠紅

昭

正修

八富山・樹氷連句会ｖ

愛

歌仙﹃北限の﹄

はろばろ訪えば寒き安達太良

北限の柚子の香ゅかし角屋哉

崖跳び降りる女童のすね

犬是
野

月も湯にひたる湯花のひろがりて
紺

野

青蛙つと梅雨明けの天を蹴り
ふたつ日傘のなまりかくさず

ワ一つ家に散華を偲ぶ姉妹
嘘と知りつつ酔う他はなく

うたた寝の背に日脚うつろう
酌ひとつしてなお続く痴話喧嘩
果てしなくめぐりて夢に白む朝

ふと降り立ちし山峡の駅
海までも見えるゲレンデ昼の月

氷雪荒れる遠っ国の友

武者の静まる黄昏の野辺

帰らざるマッキンレーの星となる

盲いし君は風に聞く春

スカートを翻えしゆく花吹雪

ナォ咲き急ぐ梅に冷夏の噂して正

異常気象も円高のせい昭

高炉消ゆ不況に沈む鉄の街修

株価の辿る夢の浮橋正

あいの風なお酔い痴れし舞扇愛

思いを遂げて夜叉となりしか修
身の業に散るしぶきかな滝の行正

うるさき友は寄せ鍋の具に昭
吟味して米洗いぬく寒造り修

修

佐渡が眼に見ゆ出稼ぎの夜半正
三日月が十六夜の頃便りして愛

ひらがなばかり秋風に舞う

ナゥ何故に我が独り居の蕎麦をうっ昭

熊肉さげて遠来の客正

能率をあくびで笑う山男昭
辛夷をかざし春触れ歩く修

田楽茶屋にともる提灯昭

呼ぶらしも声の届かぬ花堤正

蹄榊誌封一一澪針二郎一十峠叩壗︵文音︶
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島行

紺

修昭正修昭正修子修正昭修正治正修一吉

ハ鎌倉・湘南吟社ｌその一Ｖ

清水瓢左捌
祖翁
清水瓢
小林静

宮脇日日

高橋笑

加藤眠

蔵問千
菅谷有
名古則

代則里右則司左右三子里代石三楽司左

百韻﹃一元
年明けても猶旅の心ちやまず

雪に足あと逃げし黒猫

冬の蜂ふくらみきりし干布団

胸に秘めたる明日の取引

山に入り秋の七草あさりけり
地下の文化にあこがる興人
攻勢に韓じきびしく王を追ひ

鹿の鳴く音にネオン瞬く

ゥ月明り露座佛御手を出し給ひ

移り香ほのと絹のハンカチ

ペアの服グイと飲みほす缶ビール

春泥乾く蝶の舞ふ昼

並木松老いて新たし花交へ

東雲浄く伊勢参り発つ

出初式模範演技は古式にて

瓢の米の菫き歯固め

元日は田ことの日こそこひしけれ

日

何故に心乱る堅薄茶碗
長身っ易む対の大島

小林しげと

里

奈良漬の書ひやうなき色もちて

月の岬を白き船過ぐ

司

良

代

石

大林杣平

と

代

里

左

則

磨り心地よき硯端溪

人の声とぎれノ︑に露時雨

山口良子

ニォ楽毅論うかがふ花のよき日和

堂塔伽藍噌りの中

肥満せる吾子縄飛びに精出して
ポップコーンを盗み喰ふパ︑

小学唱歌口ついて出る

江の電はなつかしき名の駅つづき

妻たちに森林浴の会の出来

スヶスヶルックしかも大股

紙上に旅を誘ふ広告

三千円當りし蕊は貰ひ物

慶長の捕鯨の技を考証し

代

老眼鏡を換えて三シ目

初サーフィンに浴る寒潮
動くともなき鶴一羽月細し

司

則

容不

左

則

石

一ゥ花の宮赤き鳥居に山笑ふ

慈覚も泣きし唐の排仏

温みし水に子等のいたづら
朝寝して仙人に遭ふ夢さめぬ

途上国援助の物資山と積み

−110曹

一

沸騰したるコーヒーの音
風次第地球動くの論ありて

日本に代る韓産の絹
宰相よ通せ靖国参拝を

三ゥ白梅の北野を北に嵐山
入学祝ひカナリヤの籠

新間碁並べては見る遅き日に
茶をこぼしては又も叱られ
和と平をナイル河神は象徴し

鬚髻に威あり禿の輝き

キリマンジャロの雪の絵はがき
ハングリープロの根性よく殿へ

牽牛織女雨や恨まむ

百度目の聟漸くに定められ

畳を替へて部屋広うなる

月晴る皇葛の葉裏の白く映り

二代かけても売れぬ大釜

アメリカは市場解放強引に

ナォ花の船琴の調べをテープにて
乗込み鮒に一一ユース次ノ︑

追ひ求む田楽豆腐春惜む
黄河源流載りし新地図
気象官赴任の寝覚め杜鵲
ナイター偲ぶ天心の月

見舞うて熱の額さはられ

艶文はワープロなれば味気なく

日帰りをするは忙しき旅と云ふ
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ダルマの白眼黒々と塗る
焼芋の呼売りハレー彗星に
赤城おろしにすらる水涜
若々し腰も曲らず恋に生き
其の日の写真放さずと云ふ
一二ォ外人も嵯嘆皇国の月と花

国宝茶室飾り麗か

久々の鰊に浜の賑ひて
連銭芦毛ロケに加はる
黄門に扮せる役者美しく

言訳足らず愛を失ふ

世は移り同棲離婚平然と
すがれ蜂喰ふ女好にて
抱かるればはやうっとりと眼閉ぢ

洪水のあと壁にくっきり
歌声にキャンプファイャー月焦す

新蕎麦ありと細き仮名文字

猪撃って来て押通す人嫌ひ
拾得しのび露を掃くなり

土

実
屋

楽石代郎別三則平則と里郎ノノ市良代と司平三代則ノノ

左則平三司里と平代郎三ノノ則平右平郎司代則左里と

出されて嬉し立ちし茶柱

藤の木古墳千年の謎

北極と磁極と八度差のありて

恵林寺に遣る武田の旗印し
治水たくみに咲き誇る花

留学生もまねく釈尊

ナゥ牛放つ牧場の木草芽吹きよく

f八へ

百韻の満尾よろこぶ戌の刻

曹

マア一杯とす公む一さし

−11≦−

燃る暖炉に遠き潮騒
冬の月易者笠に喧して

︵紗・湘南吟社事務所︶

所々に谷の黄 嶌

野鳥会花見兼ぬれば集ひよく
昭和六十一年一月四日首尾

三郎則司代〃平左則司良司平

ハ鎌倉・湘南吟社ｌその二Ｖ

脇起歌仙﹃雪待２
清水瓢左捌
祖翁

清水瓢左
杉浦ちゑ
蔵問千代
高木義厚
加藤眠石
高橋笑楽
相原万佳

たはみては雪待つ竹のけしき哉

鴨志田智恵子

金貨まはして称ふ御在位
琴と笛殊更に澄む月代に

稲架け終り休む一日

貧居にも秋刀魚焼く香のあふれ出で

ケーブルカーは五千メートル

ナォ八重霞む奥に奥ある山高く

あとよりそれと謎に気のつく

此の頃は女子マラソンの流行にて

八方除けの札は寒川

混浴の許されて居る露天風呂

狛犬の阿畔の呼吸相対し
箸にか鴬らず滑る專菜

円高差益何虎へ落ち着く

近眼の手術はソ聯たくみにて

鹿鳴く夜半の月は天心

吊橋をゆらせ紅葉の秘境へと

奥の藤原栄華三代

ナゥ傅来といふ虫籠の金蒔絵

１

人J｡

鵠むかへし山間の沼

火の見櫓の新しく建ち

鶯鳴きて庭のうら鼻ヵ

冷泉記修理十年か参るとゃ

昭和六十一年十一月十日︵齢・松濤軒︶

花の主酒は微礪にせよと説き
コンピューターに永き一日

−Tうう

集ひしは旧知ばかりの火燵にて

写真とはあまりに違ふ男振り

菅谷有里
石

″

われから︵割殼︶などシ人云はば言へ

七里が濱の史跡光れる

今はとて出自も説けず木の葉髪

智

厚

ゑ

五位鷺のひと聲落ちて三日の月

佳

代

ＮＴＴの株の高きに

新豆腐よし曝ふ猿酒

海外に植ゑたる花の便り来て

楽

秋寒を病み居り元の両首相

甘茶の寺へ孫の手を曳く

代左佳石厚絵石里ゑ代智佳智楽厚里ゑ左

山岡暁

畦み合ふ遺産相続尾を引きて

棚の魚を仕舞忘れし

豪雪の今年は遅き花便り

温み初めたる簿の水

ナォ春が来た春じやものとて外出がち

カーブミラーの設置急かる︑
後手後手と回る将棋の勝目なく

名古屋説も捨てがたき味

仲人の酸いも甘いも噛み分けて

花明翠風花翠明風花明翠風花明翠風花明翠花風翠明

八大府・正風大府支部ｖ

若草に伏せば間ゆる蝶の息
鈴置一

世吉﹃若草﹄

野を吹き渡るあるなしの東風
都築紫
加藤竹

閨の襖のぴつしやりと合ひ
任されし出店何かと切り回し

風に真向ふ掛乞の道

甘酒の接待もある除夜の寺

保育園児は百人を越え

文鳥に可愛ゆき名前付けられて

古稀ともなれば角丸くなり

師弟とは見えぬ月見の座の睦み

田舎角力に出来し番付

ナゥ太らせし馬は高値に買はれ行き

すらノ︑進む寺の勧進

地図にある安宅の関は此のあたり

宿を重ねてあつむ拓本

ばらついた丈けですぐ止む通り雨
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試験首尾案じっ北の窓開けて

返事の軽い丁稚誉めけり
到来の銘茶に水を選ばせん

一本杉と言ふが目標

土地整理すみし田の面に月の照り

電子印刷文字の爽か

ゥ此の秋も輸出超過の続きゐて

自主防衛に強い圧力

なまなかに医薬にたよる愚を悟り

万歩の会に仲間入りする
どこやらに結びの神の在します

焦りあらはな文の端々

命運をかける期待のピンチ打者

砂塵舞ひ立つ一陣の風
旱月あげて伊吹の黒々と

墓灯籠の油尽く頃

花風翠明花風翠明花風翠明花風翠明花風

早や新道に陽炎のたっ風
連休の人出賑ふ花の山翠

Tう〆−

春を奏でるカセットの韻明

解輌蒜什辱秬朋壺十明津︵文音︶

−L ,〕。

岡田

照都照都照都照〃都照都照都照都子子象

八三田・すみれ連句会ｖ

岡田水都子補

照水白
都

脇起歌仙﹃涼しさや﹄

涼しさや奥の院まで坂もなく

槙の茂りを洩るる日の綾
ほととぎすひっきりなしに鳴いてゐて

手作りケーキ甘み押へる

金波銀波の長汀の秋

ナォ仮名多き母の手紙の伊予言葉都

手文庫の蓋彫りのうすれし照
翠密のふところ深き雨安居都
蒼尤を焚くギャラリーの隅照

片蔭のしやれたるカフエテラスにて都

ハスキーボイス耳をくすぐる照

ジャズダンスに誘ひをかけてみしものの都

向き定まらぬ風見鶏なり照

宵闇の門のとぽそを黒猫が都

商談成りし卓の蘭の香照

窯出しの壷のよき艶文化の日〃
高野絵絹を座主のお居間に都
ナゥ初灯般若理趣経するすると照

ひつきりなしに老若の客都

金封の水引左右きっちりと照

二日灸にほぐれたる肩都

花万朶天守閣へはつづら折照
夕べの鐘のおぼろおぼろに都

︵砂・東京旅宿︑新幹線車中︶

昭和六十一年六月十四日首
昭和六十一年六月十五日尾

-136

マンションの十六階の窓の月
ゥ鴬釣りの竿の上げ下げ忙がしく

恋文二通重なって来る

ドライブに誘はん新車磨き立て

嫁ぐ昌子は引退をきめ

お濠の松に冴えわたる月

米寿の賀銘酒の燗を熱うせよ

インタビュー記者駆けつけて来る

皇居掃除恩賜の煙草かしこしと

友禅さらす水の温めり

初蝶の白がさきがけ黄がおくれ

なじみの宿は町の外れに

広前に花ふぶきけりきりもなく

民岡森

ハ寄居・埣啄会ｌその一Ｖ

歌仙﹃退院の単衣﹄
森三郎捌
木林一二

柏原和

退院のどこか着慣れぬ単衣かな

緑陰に待つ白き自動車
森恒
柏原知

時計台刻を知らせる音澄みて
佐伯茂

ナォひょろひょろと鳶は城に輪をかいて宏

自家焙煎の熱きコーヒー恒

碁敵が夕日の橋を渡りくる郎
髪かき上ぐる癖はそのまま知
内弟子の稽古の汗を愛しむ茂

花火の夜に告げる姫り宏

一群のクルスの墓石草のなか知
ガイドここぞと声を張り上ぐ恒

梅干の種をほき出すパリの宿茂
ドルの旅行者肩をすくめて宏

里遠き千年杉にかかる月恒
うば神様に供ふゆで栗茂

ナゥ稲雀羽音を包む空広く知

若き世代に話す町政郎

酒酌めば酒に飲まれる顔ばかり〃

霞のなかを川は流るる知
み吉野の花は無心に散りしきる恒
東雲赤く蝶の生まるる茂

︵齢・寄居町︑三郎居︶

昭和六十一年七月二十日首尾
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渋茶たっぷり添へるカステラ

波のなき月の港に灯の暗く
練瓦の倉にすだくこほろぎ
ゥ旅巡る秋の芝居の幕開けて
お白粉焼けの抱くみどり兒
面差しは父似と独り合点して

昇る朝日に高き瀬の音
松を縫ひ雲水の列食堂に

風吹き通る苔の石組
森閑と凍月仰ぐ大三島

連絡船を送る着ぶくれ

捨て犬の尾を振りて来る坂の道

若い姑の坐る店先

門脇に志納袋の花の寺
単身赴任に辛き春昼

恒宏茂恒知郎恒宏知宏茂郎宏子子子宏郎

ハ寄居・埣啄会その一一Ｖ

脇起歌仙﹃初句会﹄
森三郎捌

土の香りの散策の道

おだやかに番ひの鳩の舞ひ下りて

御慶片言すぐ退さる孫
石川光

猿田寿

柏原和

森三

真下草

濃く淡く影を残して月渡る

柏原知

ナォ種浸すことなど野良の立話草

防衛予算枠を越えたり寿

どこ迄も伸びる背丈の父に似て宏

罪の菫さを畳む歳月郎

手術室閉してよりの冷じく草

心萎えたる木の葉髪すぐ恒

仕舞た屋の目立つ通りにお題目寿

マキシムを本場パリよりつれて来て野村静男

吉相印の誇大広告宏

グルメの果ての家のお茶漬宏
星一つ打ち添へ昇る眉の月恒

木守りの柿の凝と動かぬ純

アゥ辿り来し砂丘の風に秋惜しむ知

指先で読む碑の文字郎

孫六の質札だけが唐櫃に草
孕みの烏の影のせはしき恒

篝火の花の琳渦に吾もまた寿
朧おぼろに消ゆる鐘の音執筆

蹄輌誌拝二毒一一一朋泗叩率︵齢・寄居町︑三郎居︶
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初句会李白に遠し杜甫とほし

ともし火消せばしきる虫の音

森恒
坂本純

ゥ前垂れの真新しきも地蔵盆

身を堅うして酒の燗番

小菅一

エーゲの海に寄せる白波

秘めごとを告げてはづかし糸切歯

仕掛花火の果てて寂莫

夢のある老後とやらのアンケート

干蛸のしくしく縮む夏の月

玩具の犬の声の悲しき

税関吏言葉も情も知らぬげに

阿修羅の貌に移る黄昏

都の風に燕すいすい

ひたすらに行方定めぬ花吹雪

純草光三憲寿光知宏憲子子子男子宏郎笠

ハ川崎・染井の会ｖ

歌仙﹃七昔重
蒲幾美捌

蒲幾美
嶋津亜希
大江秋光

七草を籠に育てて宝とも
鶯の初音に車出しかねて

久保田富子

窓辺明るき春の曙

子等駆け遊ぶスナップを撮る

菊谷由起子

田中ッル

片倉綾子

名勝の松にかかれる三日月

街道に沿ふ秋風の声

亜

秋

山口たま子

石井八重子

小堤郁代
湯川道子

ゥ向き合うて舌にやさしき新豆腐

胸に燃えたつ愛の羽根なり

沖碧く翼広げし帆前船

埋め立てられて青果市場に
月寒し団地住まひの流離めき
吊すあんかう出刃を逆手に

びんほつれ玉三郎の立姿

ツ

隣近所の犬の吠え出す

亜

秋

郁

た

紀州より熊野へ越ゅる花の山

男の見栄のボトルキープ
田舎への国鉄料金また上る
女人遍路の鈴のあはれに

ナォ忘れな草互ひの過去を秘めしまま郁

そしらぬ顔で渡す合鍵道
古ぼけし鈴蘭灯の宵の町シ
柳並木の雨にそよげり秋

へそくりをつぎ込み株の暴落し八

血圧高いといはれ気になる富
肌ぬぎの浴衣にのぞく般若面由

御輿のあとにつづく人波シ

蜜豆のままごとめきてひとり住み綾
やっとやみたるピアノレッスン由

月代にはるか山脈浮き出して綾

宮城野萩にしのぶ故郷富

ナゥ澄む水にさらす藍染長のれん亜
旅のリュックにみやげふくらむ綾

手料理に昼の疲れを忘れたり富

飛行機雲の融けかかる空由

薄墨の花ちりかかる能舞台亜

畑打つ人に軽き挨拶由

醍諏誌什一︾咋朋弐十五串雷︵齢・柿生会館︶
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八船橋・第六天連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃クレーン﹄

残夢ざんむ裾に水色の蝶連れて

浮かれし猫の渡る鉄骨
小谷参木

田崎櫻

浅野黍穗
馬場彬風

浅野黍穂捌

夕焼け小やけ歌のうれしき

風

クレーンの引き上げ無事に春に入り

マンションの五階の窓の月の弓

ほむら

コンビナートは悪魔の炎〃

ナォ潮騒を伊勢の浜辺に聴き居たり木

Ｖ勝つもＬが勝っとも荒れ模様風

マグサィサィの惜しき早逝穗

空に浮き出る赤アドバルーン美

避暑果てる怒りのやうに椅子積み上げ櫻

笑みこぼれ扇動かす白い指〃

不倫の娯しみ過す週末風
文化包丁ステンレス製穗

別れきて重き受話器が膝の上櫻

腰

義歯をいぢめる間引菜の怨木

明月の影が水吸ふ蛇口から
木

″

木原美智子

ナゥナッメロを爪弾く音色うそ寒く風

唐黍もぎる街の菜園

狂女の踊るトラキアの原

櫻

穗

ゥ濁り酒ポンと期待に溢れ出し

円柱の陰にロマンス結びたる
海豚の芸の呼びものとなり

木

風

︵齢・東京女子医大小会議室︶

昭和六十一年二月九日首尾

焦げ具合よき蛤の味木

やっと車をＰに突っ込み風
病癒ゅ一日の血気花の宴穗

抱きあげて登る階段七五三美

烏居に残る蟷螂の斧木

くじゃく立っ百の手裏剣模様着て

木

まへ
夏の点て前
を了へし宗匠

風

観自在てふ菩薩拝む

美

後頭部めでたく髪の揃ひたる

櫻

をろが

ふと仰ぐ風鈴の音にゆらぐ月

からす翔ちゆく坂のうららか

穗

美

花の舞ふ老樹の並木二人行く
蝸糾を数へるけふの逢びき
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八船橋・第六天連句会ｌその一一Ｖ

星野宙心

歌仙一貝塚の丘﹄

貝塚の丘びょうびょうと物芽出づ
小谷参

赤田聰

星野恵則捌

リズムのどけき遠き海鳴
新井勝

成りし槁拡げしままに朝寝して

時刻表見て思ひめぐらす
金色の月いと細く藍の空

田口猛

ナォ波静か今日解禁の汐干狩康
煙草の味をあらためて知る木

省エネの掛け声いつかうすれゆき則

ＯＰＥＣに次ぎ稼ぐＪＡＰＥＣ雨
ぬるま湯に禿げの組合庇ひ合ひ木

奴で冷酒きゆっと腹沁む康

ひと

彼の女の悌ついと浮び出で雨

歌にあふるる十年の思ひ則

夜更けの店に稲荷求めて実

学園祭打上げ惜しむコンサート康

化かされて十六夜の道迷ひけり木
まくら

目覚めし病床林檎擦る母則

ナゥ鉄冷えの釜石の川鮭上る雨

顔も似てくるラグビーの球木
師の持てる竹刀の痛さ懐しく康

コンクリートの寺社のくすめる雨

舂の神行く土弾みたり実

花の影婆娑と踏み出す初出家康

︵齢・東京女子医大小会議室︶

昭和六十一年三月九日首尾
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秋刀魚焼く河岸人の賑はし
ゥまだ残る虫の音一つ憐れみて
は

中央高地に美しく老いゆく
フィアンセの凛々しき眉目アルバムに

旅の記念の真珠タイピン
石をもて打ちたる棺の釘折れて
映画﹁お葬式﹂見てリハーサル

中野なる中学校の東てし月
待ち焦がれたるハレー彗星
いれぱ

あどけなきコアラの眠り妨ぐな

入れて義歯の痛む二日目
咲きみれば淡しと思ふ花の色

博多湾上島の春風

雨則木雨実木康則雨ノノ木雨康雨実木雨則

八船橋・第六天運句会その三Ｖ

今泉亡心

歌仙﹃枯木立﹄
通話音留守らし小家の枯木立
小谷参

今泉忘機捌

烏去れば散る山茶花の紅
浅野黍

鈴木貞

久潤の酒はほど良く廻り来て
ポケットに入る眼鏡御自慢
品川秀

ナォ頬白も蒜なく啼き了せたり穗

狂人の声姿見えずに夫

恐しく獺惰の日々を目に覚めて機

掻き上ぐる鬘のほつれの不倫めき資

焼木杭の恋三原山木

同情させて女したたか穂
ライン河いかにおはすよ年暮るる夫
怒れる友の長談義聴く機
アホかいな間接税のお偉方木
潴顔禿頭ギョロ目赤鼻資

明月の三囲神社其角の句穂
次郎柿食ひ買って帰れり夫

アゥ五代目の町医われにて終へる秋機

英語天国どこもかしこも木

実柘榴は子は千人の鬼子母神資

覚えたてでも光る銀輪穂

傘に昨日の花を見付けたり機

上げ潮引き汐うららかな春夫

︵紗・東京女子医大小会議室︶

昭和六十一年十二月十四日首尾
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直明けの月は命の続きかも
なほとぎれなきこほろぎの声
方遅々として槁まだ成らず秋の逝く
ゆ

丙午とて嫁かず後家とか
あやふきは三十路の夢のシンデレラ

嫉妬を知らぬ人もあるてふ
そのかみのここはサイゴンいま如何に

空洞化これ集団農場

蛸壺の屋号たしかめ夏の月

ビールの栓を叩く習慣

受験の娘夜食二階に持ちゆける

一言多き叔父の小遣ひ

孟孫を誇りて唯七花と散る
炭焼くけむりはや春の山

資木機夫穗資木機夫穂資木機夫穂資木機

八東京・多摩連句会ｖ

宮下太郎

歌仙﹃百草園﹂

山口みづゑ

宮下太郎捌

亭として銀杏芽ぶくや百草園
雨となりたる今日の野遊び
岩田玲子
池田葉子
大岩由文

安江真砂女

水槽のおたまじやくしに肢生えて

料理番組ノート拡げる
民宿を開きて初の大満月

塑像めきたる黒き影なし

一人より二人で見ればなほさらに

葉

真

太

吉村洋子

素焼の壺に野菊いろいろ

最終の市電ぐわりと角に消え

み

玲

ワ秋深しイグァナ走るアマゾン河

デンキブランの店は新装

み

はらわたに沁み通りたる寒の水

太

色ひめやかに細密の図画

雪の初瀬の籠り人誰

真

み

玲

葉

あちこちと縁切状も日の経ちて

壁と窓枠白く塗るひま

花もや蚤池のほとりの三四郎
ストレイシープ山笑ふとか

飛びて渡らん近き島々真

ナォ巡礼のあとさきに舞ふっがひ蝶太

トラックに乗り込んで行くコンサート葉

ひらひらと見ゆ選挙速報玲

天道虫いや天道虫だましですみ
ひと吹きさっと風の涼しさ太

腰痛もまだ癒えやらぬ端居して真

亜麻色に染む転生の髪み

きてくんなまし文のもどかし葉
品川の沖は思ひの捨てどころ玲

年経て咲かす吾亦紅とは真

月上る第六天の杜の上太

軽井沢から脱ける高遠玲

ナゥ悪玉が居直ればまた稲光り玲
ひたすらに食ふにぎり飯なり太
物云はで短き旅は苦にならず真

小彼岸の花のっぽみは桃色にみ

女が酔うて眠る舂昼太

昭和六十一年四月十九日首

︵舩・百草園︑軽井沢︶

昭和六十一年八月二十五日尾
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ハ尼崎・丹想ｌその一Ｖ

歌仙﹃藷焼酎﹄

ナォゐのぶたに芸を仕込みてのどけしや亭

硝子の管で男女生み分けき

煤けて暗き裸電球亭

水虫の薬あれこれとりかへて遊
斎藤小微亭

黒百合の傭向きがちにガスしまく亭

うらみつらみは胸深く秘め遊

気っぷよき妓にまだ残る国訓りき

佐野千遊

斎藤小微亭捌

夕べの風を誘ふ打水

藷焼酎カットグラスに適ひけり

離輌誌汁一︾に朋卦十

申壗︵文音︶

睡気さす児に花吹雪く乳母車き
戦さ無き世はうららなるかな遊

行く手ゆらゆら揺るる糸遊亭

石垣の小道は今も変りなく遊

ナゥ虫の音に小耳を籍せば離々離々と亭

亡き人思ふ庭の萩むら遊
灯りそめたる島の燈台き

水あれば水に映りて望の月き

くけ

方丈さまの白き桁帯亭

味噌汁としんこで済ます朝の飯遊

キャンプに響く輪唱の声き

高田きみえ

吉手

き

遊

吉宇

き

遊

−百手

き

遊

吉宇

藍甕に咲く藍の花待ちかねて

前歯欠けたる渡り職人
同窓利鎌のごとき月淡く
身丈の沈む穂すすきの径
買ひたる株の下る一方

ヴ入る穴を決めかねて蛇思案せる

張三李四の女房引具し

婚礼の帰路らしき荷の角張れる

香煙に関帝廟の賑かさ

並ぶ露店の匂ひくさぐさ
逸散に雲間を走る冬の月

遊

さきごめ

誰とはなしに踊る空也忌

き

選挙事務所に集ふ支援者

き

遊

吉字

さいはての岬に海猫鳴き旅やつれ

山葵の育つ榛の木洩れ日

帰り咲く人もありけり花見鯛
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石橋筑紫男捌

石西柴
橋山

筑葉徳
紫

ハ尼崎・丹想ｌその二Ｖ

﹁沖浪の﹄

日照雨を降らし過ぎてゆく雲

叩いて値切る唐なすの貌
声高な口喧嘩する永安路

ちよいとお待ちと崖の立札
卓上にビール四・五本月涼し

ターナーの景に似たりと海を褒め

婚前旅行恥づかしげなく

行きずりの恋の名残が耳たぶに

はうき星とは二度の対面

ゥ森も野もいま騒しき虫時雨

話はじめる地芝居の衆

月明り案内の手燭ふっと消し

ふっくら伸びる横山の径

そよ風にのるハミングの茶摘にて

緋桃に映えて引き目かぎ鼻

沖浪のみゆる雛を飾りけり

仙

花遅き平氏の郷を峡に訪ひ
僧がもてなす岩魚蕗味噌

ナォちらちらと木の間に京の春灯郎

違反速度で着いてやれやれ男

子はファミコンに親はパチンコ郎

倦怠期めし︑ふろ︑ねるの他は言はず葉

師走なり泥棒猫は忙しく男

炬燵にひろふ恋文は誰葉
茶房にてリルケの詩集読みっ待ち郎
知らぬが仏詐欺の常習男

目出度がらせて金牌の筥をあけ葉
籠の鵯鵡のよくしやくること郎

水色に沈む山荘今日の月男

佳きまらうどへ新蕎麦を打つ葉

ナゥそのむかし校庭蜻蛉群れをりし郎

団地が建って変はる人情男

うす墨をもて描く四君子郎

へだたりはスープの冷めぬほどがよく葉

春や飴蕩甲羅干す亀葉

比売祀る宮ちんまりと花の陰男

畔桐誌什一︾に朋十唾叩誇︵文音︶
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歌

男葉郎男葉郎男葉郎男葉郎男葉郎男子郎

八東京・東京義仲寺連句会芭蕉庵の会ｌその一Ｖ

歌仙﹃燕﹄

ナォ沈丁の蝶呼びもどす香に立ちて

天井知らず円はね上がる

何事ぞビルから人の降ることも

高藤馬山人

浮世の果をホスピスで閉づ

卒塔婆はまだ新しきままなれど

せせらぎ昏れて蛍追ふ風

高藤馬山人捌

中島啓世

知命を過ぎし恋のあらくれ
刺青の汗ばむ肌をなめまわし

著莪の花咲く庭の片隅
久木田朱美子

子育ての燕せはしき長屋門
飴売の五色の旗をなびかせて

運動会はＣ組の勝

無人駅見廻ってゆき退職す
啓

売猫のペルシャに月の昇りけり

中島︑まさし

むくろ樹のさやぐ枝よりもるる月

人

国府杜にあるトーテムポール

乙女さび啄木歌集ふところに

小指に結ぶ絹糸の赤

朱

啓

人

朱

町の花コンベアベルトひた走る

耳をつんざく救急車なり

信号の長々しければパチンコに

嬢さまルック予備校へゆく
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めざまし時計縁日で買ふ
寝呆けて鹿のびｌと鳴く也

し

昼酒のいつまで酔の残るらん

し

二百十日で荒れる中東

ゥ蓑虫のバッグを誰にプレゼント

誘拐犯を探す録音

啓

昭和六十二年五月十一日首尾︵齢・芭蕉庵︶

ナゥ目の中へ入れてもみたき孫の顔

本堂は臘八接心しづしづと

啓

人

朱

し

人

かげろふ燃ゆる神南備の春

音消して飛ぶむさむびの月
化石原更けて筆とる画伯にて
モンマルトルを流しゆく唄
鐘撞いて異国の花を愛づる哉

ぬたは分葱を小柱で和へ

人朱啓し朱啓人朱し朱啓人朱し人啓し朱

中島啓世捌

八東京・東京義仲寺連句会芭蕉庵の会ｌその二Ｖ

歌仙﹃梅の宴﹄
梅の宴歯にかみあてし烏賊の砂

匂ひに乗りて鶯の声

﹂ンヨウ

久

ま千照麻朱し啓馬
さ可
美げ
山

ナォ揚雲雀ヤングはガムを噛みながら
かさね着ルック喫茶﹁サボール﹂

いじめ教室とかく逃げ腰

じやんけんは負けて司会は俺の番

アパートの火事今日も三軒

大寒の氷菓をねだる子のありて

豊年万作乳房愛しき

逃げおくれ名前の出たる恋の沙汰

城の崎の温泉の秋に思ふこと
つぶらに光る月のあららぎ

いたづら電話またもかかれる

出かせぎの留守もる妻は夜なべして

鞍馬天狗の昼寝する石

ナゥ貴船祭楓のみどり水に映え

足長爺さん溜息をつく

鳥人が棒高跳にまかり出で

心なぐさの雛壇の餅

高速の花はふるさと若き日の

昭和六十一年三月九日首尾︵齢・芭蕉庵︶
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啓蟄の島を渡船の波切りて
詩人の夢は雲に溶けゆく

暁に残る月影早出番
母御自慢の栗飯の味

句さかしまに紫式部谷深み

君がいのちと腕に彫物

清元の絶えて入谷の路地明り

あんま上下十と六文

生薬を酒で薄めし欠け茶碗
旅のひと夜の更けて猫鳴く
丑三つに釘を打ちをる夏の月

暑し暑しと雨戸繰る也

碁敵の悪口きかぬ淋しさょ
古城はすでに罐にかけられ
花あれば人語さまざま春の暮

葬礼送る草木瓜の道

中石若内木小中高
島飛松田田林島藤

照朱良照とし麻と人朱し良代子子と世人

人照麻良朱麻し照良照人麻し良麻と良人

みくまり

八東京・東京義仲寺連句会水分の会ｌその一Ｖ

歌仙﹃走り梅雨﹄

走り梅雨屋根の乳歯を押しながし

湿りて嵯りし麻の夏掛
駅前の赤鼻靴屋精出して
物言ふ声のいたく尖れり
その事にこだはりしま豊月高し

眞鍋天魚捌

万波

眞鍋天

木庭房
１１０

ⅡＦ↑″

鈴木一号

ナォ菜種打つ暗がりではじける本音

眼鏡ずらせてひとを見てゐる

愛隣地区地図にはのらぬ隅で死す

横断歩道犬も早足

みちのくや氷柱で割ってのむ地酒

東てた焔の薄紅く透き

階段をしのんで昇る仮住居

ブレスレットに打ちこむイニシャル

水源に烏語を解す人とゐて

永田町には魚屋がなく

夏の月樹液のめぐる音がする

闇より黒き彗星の核

ナゥ煙草屋のシュヰタは実はシェンテです

かじかんでゐるパリー北駅

オトキチはヘッドホンして手話をする

夜毎夜毎の猫の寄り合ひ

春の雨桜鰔をもたらせり
通りすがりに匂ふ沈丁

の戯曲﹁セッチュァンの善人﹂の登場人物︒

注ナウ折立の﹁シュヰタ﹂と﹁シェンテ﹂は︑ブレヒト

昭和六十一年七月十三日首尾︵齢・関口芭蕉庵︶
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草苅

待ったがかかる沖漁りの鮭

吉田梨

藤原一十

登山馬にかるき鞭あて吾亦紅
グレンチェックの帽子目深に
パスタプ
街のレダわが浴槽に棲みつきて

潮きらめく暁に会ふ

ビードロの泡引き揚げる銀の網

進路変更迂回作戦

月あるか義仲鎧車くして
とき放たれて鳴くちちろ虫
中元の廻しも知らぬ顔となり

ＣＴ検査俎の鯉

過ぎし日のほのぼのとして花三分

追ひかけてゐる海市に追はれ

鮎澄喜房恵鮎喜加澄魚鮎江久澄代代鮎魚

澄魚房澄梨鮎魚加千梨喜千魚梨澄ノノ房加

みくまり

眞鍋天魚捌

万波

眞鍋天

山内井川

眼鏡のガラスを拭いてください

ホスピスの麻薬管理は日に三回

ナゥ駆け登る若武者ぶりやお火祭

真シ平にぞ押し殺しけり
幻氷といふか確かに軋む音
種をひたして深眠りする

花にして戒をかすべく生れけむ

つばくら

ビルの狭間を横切る燕

注オモテ第三の﹁エキゾーストパイプ﹂は︑自動車オー

トバイなどの排気管︒ウラ折端の﹁ラフレシァ﹂は︑ス

マトラ・ジャワ・フィリッピンなどの森林に自生する植

物︒葉や茎がなく︑直径一メートル以上の暗赤色の花を
咲かせる︒

︵船・関口芭蕉庵︶

梨喜

千鮎魚鮎魚梨

八東京・東京義仲寺連句会水分の会ｌその二Ｖ

胡蝶﹃雪女﹄

べに

雪女あの世の月の子を宿し
山茶花の紅咲きつづく夜
アシンメトリーなけふに蹟く
鈴木宣自

吉田梨

藤原千惠
色へ

鮎

昭和六十一年十二月十四日首尾
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大枯野エキゾーストパイプ落ちてゐて

烏籠抱いて帰りゆく島

誕生日一日遅れのプレゼント

ワ銃を持つチャドルを風になびかせて

肋骨亭で岬るウオシカ

逢へぬ夜はほうつほうっと飛ぶ蛍

千

鮎

一皇宮

このところエスニック料理に凝ってます

徴悔室出てスリの手になり

ショパン間く時豊饒に冷まじく

名月までの旅人となる

十才秋味や母川回帰の網を榑ち

ラフレシア見し木々のざわめき

時々痛むピアスの真珠

江久鮎代鮎魚
加ノノ鮎喜

八東京・桃林会ｖ

歌仙室号雨﹄

口惜しさ煽る蝉の鳴き声

隣村まで来て喜雨とならざりし
なぐさめのやさしき言葉うれしくて

山のいで湯に癒す傷心

段畑の蕎麦しろか︑と月の光ゲ

鉄塔高く秋の風吹く

ゥ牧帰り迎える小屋の手入れして

﹁むつ﹂の母港に賛否両論
アミ

太白堂桃旭捌
日比野桃旭

高橋恵女
神永紅雲
金子桃里
岸野未到
今村ゆき女

中島桃玄
雨宮傘雨
石井松峰
武田菫城

足すべらせし久米の仙人

ナォ子の指を離る皇風船空漫歩

明月

水谷寿美女

本多幸月女

本沢桃枝女

ふくらみ崩る雲の峰々

紅

まぽろしの面影そっと胸に抱き

本多進水

ゆ

心ならずもあららげる声

つっぱりの生徒に教師業煮やし

傘

干草をとりこむ間にも雨の粒

手もつけられぬ熱き焼芋
年忘れ怒り上戸に泣き上戸

吉田あや女

楽しく終えし飯含炊さん

仁科石蕗女

幸

稲

明月女

宙心

習いおぼえし舞の一とさし
まぎれ出た子連れの狸月の寺
石段ゆけば木の実ころころ
〒ゥ芒の穂ゆれて河原に釣の人

ゆ

宮崎明月女

旭

冬晴れの日の佐渡は目の前

黙々と生活をかけて漁網を引く

玄

湯豆腐にさしっさ易れっ旅の宿

未

進

直売所出来新鮮を売る

週末・を観光バスのよく通り

かけ落ち者と誰も気付かず

故郷の空は遠くかすみて

心こもる土産と共に花だより
阿部桃豊女

田中稲青

取締りする國道に月細し
朝霧消えてとける渋滞

松吉清月女
傘

一望

新涼の風ほのかＩと渡り来て
酔ざめの水ぐっと呑み干す

長沢明月

シ︑こ

染つけて悔やむ衣桁の花ごろも
陽炎うベンチペンキ塗りたて
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八東京・都心連句会ｌその一Ｖ

脇起歌仙尋化おちて﹄

第六回大山阿夫利神社奉納正式興行

花おちて小篠露けき山路かな

春告烏の長けし鳴声

抱虚庵杣平捌

一一一好龍肝

心敬僧都
宮司雨峰
清水瓢左

文債の済みて嬉しき清明に
ドルの権威を変へる円高

小林しげと

金子恭子
土屋実郎

月蒼しスカイルームの大玻璃戸

晶眉力士に贈る新米

小林静司
高木義厚

ワ蓑虫の父を探すか虫ながら

プラズマの舞ふ核の融合

船に乗る手を取られしがきっかけに

見学玄
司

山口良子

カルキの強き朝の水道

郎

裸よければお気に召すまシ

＊コーランに磁針つければよく売れて

恭

お歯黒の太き蚕豆志野の鉢

動労学徒査証特例

良
厚

玄

石の庭照らせる月につはの花

おでん燗酒好みそれか︑
丸太椅子藍匂ひくる伊予緋

白鷺の湯に太子伝説肝

イチハッ

著莪と鳶尾草判かぬ娘等郎

ナォ時の日に開講されし日本書記左

安産と電話に婿の声はずむ玖島章子

オックスフォード誇る若者小林梁

一一コン構へてカメラフラッシュ玄
怪我はせぬ派手な落馬でありたるも司

秋の祭の太鼓おごそか玄

大山の稜線に月にっこりと長谷川政弘

ホームラン追ひ曼珠沙華踏み踊り内藤賢一

客の眼鏡も鼈甲の縁良

衆参の同日選挙批判され中村倭文
雨審れ上りまかり出し蟇成毛憲栄

ナゥ水曜は内科金曜耳鼻眼科と
カセット押して英語勉強輝美

春日遅々とけぶる灰皿今泉宇涯

鯨追ふ南氷洋の古写真章

馬の誕生祝ふ農協執筆

進学のうからやからに花匂ひ大林杣平

磁石をとりつけた旅行用品

＊回教徒の外国旅行での礼拝に便するため聖地を示す

︵紗・阿夫利神社客殿︶

昭和六十一年五月二十五日
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八東京・都心連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃雲の峰﹄
カタチ

雲の峰容変へんとして動く

俄都会の冷やし珈琲

小林静司捌

池田曲豆

小林静
清水瓢
大林杣

青簾君ヶ代藺を賞で合うて

ＳＬ列車記念切手に
池田紅

見学

せせらぎを輝かせつつ月昇る

ポク

ナォ九品仏より等々力へ春惜しむ城

又も美談を生みし出稼ぎ魚

是々非々目指す小党が消え司
内需策ケーブル敷設始まりて則

息づまる月に氷河の横たはる城

毛皮にうづむ顔の妖艶則
城
睡蓮の花稟々と咲く雨司

恥づかしき夢見て起きて畏まり

モンマルトルに酌みしリキュール玄

モネの色紬の縞に織りなされ則

汐の香りを寄せる夕風魚

晴れやかな相互親善旅にゐて平

ナゥ秒読まれ込み掛りなる棋勢なり司

高校野球逆転に沸く平
欠伸二三度噂りの中魚

並びたる役員机鍵型に玄

大観覧車宙にのどけし則

杖はまだ要らぬと老の花に出て左

︵齢・高輪︑日鋼管高輪クラブ︶

昭和六十一年八月四日首尾
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名古則

トポソ

露の扉に来鳴くはたおり
ゥ利酒に選びし新酒十八種

輪島の盆の漆匂へる

寄り添ひて居ながらいつか勘ねてみせ

鼻に掛りしソプラノが武器
力

麿狩りの麿養はれ居る鳥屋のうち

低気圧来て樹々揺るる窓
園児等が描く三角の月もあり
踊りの衆の履きなれし下駄
豊年の農機エンジン軽ろやかに
ンメ
神シ馬
の卜す家内安全

花盛り名医を得たる歓びに

卒業証書郵便で着く

玄平玄平魚玄則左魚司左魚玄子平左司城

八東京・都心連句会その三Ｖ

脇起世吉﹃しぐる易や﹄

しぐる参や田のあらかぶの黒む程

藪鶯の耳馴れぬ聲

事始め地酒の燗のよくつきて

清水瓢左捌
祖翁

清水瓢左
大林杣平

森三郎

縄文の文化を探る琵琶湖底

霞の中を帰る白烏

花遅く米価陳情策終れ

遠足の児等雨にた易られ

ナォ殉難碑式辞の語尾は聞き取れず

カメラの前に肩を組み合ふ
モナリザの微笑の如き若夫人

定年を事なく迎ふ幸せに
根まはり尺の松の盆栽

ウフレームは濁逸レンズは日本製

蟇の引く足庭にゆるノ︑

千木高く上げて出雲の森くろき
スポーツカーを赤く塗り替へ

夜学教師に考古学者も

ナゥ行秋に鶏血石の印なりて

低利に低利攻める円高

消毒の液によごれし合羽抜く

看護婦長の指図てきぱき

国鉄の用地売却難航し
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灸すゑたりと誰も思はず
唐草の大風呂敷の三つ二つ
視点をかへし推理涼しき
土屋實郎
菅谷有里
金子恭子
池田紅魚
名古則子
高木義厚

恒例のオーケストラの月の宴

温泉町にっヌく廣きゲレンデ

烏龍茶飲めばスリムになると云ふ

保坂リエ

屋号で通る若き顔役
駅伝の應援本土縦断し

折合っかい非核宣言

小林静司

菊の盛りの受賞嬉しき
月蒼く大衝立を照し居り

狸小屋在れば人寄り人佇ちて

小林しげと

夜長の母の詩集繕く

かけ出し記者の當てし特種
二回り上も承知の忍び合ひ

菅谷幹哉
三好龍肝
山口良子
と

肝

落人の窟の旧家に月氷り
師弟挙りて針供養する

有難き経と言はる蚤普門品
疲れ癒しに苦き茶を乞ふ

良エ司恭左肝里郎則エ哉平郎魚恭則ノノ厚司良平三哉

三月なかばば
一春一の吹く

旅衣花を主︑王の五十年
唄もこだましし
言蟇る員野遊び
︵齢・日本鋼管高輪クラブ︶
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昭和六十一年十一 月四日

と左魚

八東京・都心連句会その四Ｖ

歌仙﹃秋一屋
汐の香を入れ秋扇た易みけり

雲を放れて窓照らす月

肩を組み童の群れは虫原に

小商ひにも響く円高

表替して掛け変ふる軸は﹁夢﹂

筆のはじめは水仙の線

高木義厚捌

小林しげと

高木義厚
清水瓢左
三好龍肝
金子恭子

北はナホトカ舞鶴の海

庵

肝

伊東挑庵
金子恭子

わが胸の渇きをえぐる愛の歌

恭

可鯉に鮒二汁三菜土地の味

防災日避難訓練整然と

恭

厚

と

月はさしこむビルの谷間に

縁は異なもの相性は凶

露寒の前掛きりり〆め直し

と

左

庵

肝

古い仲間と旅を楽しむ

恭

いつの間にやらキッチンドリンヵー

枝渡りして絶えぬ噂

米もソも原発事故を繰り返す
道の辺の地蔵の上に花こぼれ

ナォ新社員缶詰となる研修期厚

恭

しやつくり止まり時計鳴り出すと

浮名だけ儲けてあとはそれつきり

汗はじっとり下手な﹁黒髪﹂肝

紫陽花の挿木百発百中し左

ＮＴＴの株公開は間もなくに厚

猛暑東京狸出没〃

古き宮居に若き神官左

古代文字ハングルに擬す偽作とか肝

ときの変り目肌にしみか！︑と

えのころ

溶接の火花に注ぐ蒼き月庵
外れ馬券のからむ狗尾厚
恭
ナゥさはやかにコレクトコール巴里より
よっとせ続く平和日本庵

流紋の生クリームは濃き珈琲厚

海苔干す娘笑ひさヌめく肝
花萬朶夕べの帷忍び来て厚
春の終りに決める家普請肝

︵齢・日本鋼管高輪クラブ︶

昭和六十一年九月一日首尾
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八東京・都心連句会ｌその五Ｖ

歌仙﹃秋の蝶﹄

稲架の露宵より光る月影に

シロ

森三郎捌
森三
大林杣

山道や思はい数の秋の蝶

茸の代に子等は歓声
高木義
見学

清水瓢

掛け替てみる床の大幅

扇風機雅びのさまにくつろいで

伊東桃

アポロの柱天に突きさす庵

十才居直りの土地転がしがフォーカスに郎

町衆の意気示す祇園会左

名人位競ふ旅寝の重なりて郎

断層のフィルムの脳が涼し気に玄

夕ユト

薦纈染の暖簾廊下に厚
また来ましょ湯の香のタオル包みっ狸庵
揺蕩ふ心冷ゆる割勘平

地球の円み海に識る月左

ワープロの文字は横縦自在にて玄

秋蚕の繭の相場高騰平

爽かに埒飛び越えし放れ馬厚

妄言多謝で落ちる支持率庵

ナゥソウルより競技不振を伝へくる左

霞の山のめぐる國原郎

鯉跳ねて物音絶えし太鼓橋厚

紙皿に学園祭の花吹雪玄
焼田楽にぱらり冑紫蘇筆

︵舵・日本鋼管高輪クラブ︶

昭和六十一年十月六日首尾
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ジユンサイ

ギャマン鉢に冷えし專菜
ゥ庚申の日を縁日の浜寺に

藍大島の胸乳豊けき

タレントの恋は虚実を絢ひまぜる

空巣の狙ふ時計宝石

キャタピラーの獣のやうに土を噛み

雷の行司の冴えし軍配

月洩るる汗と気合の寒稽古
若さを誇り斗酒を呑みほす

春はなほ浅きに花の噂して
手のひらほどに鯏斜の群れゐる

思ひきり蹴り漕いでみる半仙戯

心敬塚に歌仙奉納

平厚庵左玄平玄郎玄平厚左庵玄厚左平郎

八松山・南海放送学苑連句教室ｖ

歌仙﹃舟廊下﹄

観能の真昼ほのかに薫衣香
汗拭き立ちて夕餉の仕度

家宝の壺に水注ぎけり

胸の鏡に映る月光

黒田きよ子

長戸弥香
岩城ゆき
平田照子
中川久子
白形喬士
早田順子

和田数

木村仁美
永田黙泉
日野泰仙

永田黙泉捌

家屋解体見るみるうちに

かなかなや神仏結ぶ舟廊下

女子ソフト泣いて笑ってフィナーレへ

新海左人

麗はしの君も四十路の生活雛

たつき

心ひそかに人妻を恋ふ

々ゴルフにも政治を含め軽井沢

ななくさの七様ぶりの姿愛で

子をとろ子捕ろ五千万円
月寒き街角流すラーメン屋

泉

香

数

仙

仁

越智しげる

逢うて見たいよ雪女郎さん
蝦夷地なる木彫人形並び立つ

生涯無能無芸と悟り

花弁当さげて湯築の城趾へ

遠足の列賑かに過ぐ

ナォ揚雲雀はるか勝山見つ皇鳴くゅ

﹁あれ﹂﹁それ﹂で足る金婚夫婦照

汽車待ちの駅に頬ばる五平餅久

言ひわけ電話交番で借る士

泳ぐ子等魚の群の騒ぐごと順

もろ

飲んで歌うて花火見物き
閣僚の資産公開嘘だらけし
頬染めて寄る相乗り陣左
宿題にしばしためらひ﹁えいままよ﹂仁
天使の翼両にひろげて泉

ファーブル少年虫の虜に数

独り聞く月の笛の音いと侘し仙

ナゥ辨慶の見栄切る姿菊人形香

無我直心ぞ天に通ずるゅ

久

食べずとも寝てゐた方がよき時も照

福を招ぶてふ絵馬貼りしま塾

新入社員希望の瞳順

金色の鴫尾燦然と花の古都士

︵齢・南海放送本町会館︶

昭和六十一年八月二十八日首尾
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八東京・猫蓑会ｌその一Ｖ

脇起歌仙﹁葱白く﹄
秋元正江捌

公羽

東明

秋元正

竈猫家人の暮らし眺めゐて
米谷貞

葱白く洗ひたてたる寒さかな
しぐれ心地にのばしたる背

カレーの匂ひながれくる窓
草問時
坂本孝
中川

上月淳

ナォかぎろへる港の巨船眺めをり淳

外道ばかりが釣れる桟橋彦

今すぐは死なぬ病と医師の云ふ雅

厨でそっと盗み酒して淳

ぼんやりと鏡にうつる雪女貞

玉三郎と契る少年哲

夏布団軽いタオルの手触りに雅

七七忌なり偲ぶ絵唐津孝

仏藺西に栖みつきしまま勲章を哲

葡萄を醸す香の村にみち彦

寝藁かく馬にいとどの跳ねる月孝

なんで年よるこの秋のわれ彦

ナゥ人の世も釣瓶落しよ束の間の雅
叱言なれっこたたむスカート貞
東大を受けると云へる馬鹿野郎彦

雛納めせし部屋のひろびろ貞
花矢倉花篝燃えつづら折り江

めかり時なり口伝たまはる淳

︵齢・深川芭蕉記念館︶

昭和六十一年十一月十六日首尾
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月の出に応へて雲のたなびくか

初雁を見し山のわらんベ
ゥ菊人形祖母の話の団子坂
解いたはいいが結べない帯
ストローと一緒にのびる鼻の下

ＢＭＷ速度超過で

熱風の沙漠の果で麻薬売る
月は涼しくうだる五右衛門

影うつる祇園まつりの胄簾

惣菜売場味見して買ふ

コンピューター占ひの列しんがりに

ギターの絃の切れて久しく
二十日鼠くるくる廻る花の昼
おっとあぶない春のぬかるみ

彦貞孝貞淳孝彦雅哲彦子哲子彦子雅江

八東京・猫蓑会ｌその一一Ｖ

の鍵非と気
時の静色
間挨まを

たを口の

公羽

杉江杉
秋元正

中田あかｈ／

式田和子
福井隆秀
原田千町

杉内徒

椅子に組みたる絹の靴下

ふたりのしじま鳴くちちろ虫
ペーゼ
秋深むロダンの接吻しなやかに

朱の權の新樹の影を砕きゆく

十ォ信濃路の高嶺を背に夏座敷

犬を相手の所在なき酒

上月淳子
笠原古畦
内田麻子
下鉢渭子

五目飯届けられしは隣より
お下げの少女ピンク大好き
初恋の願掛けに来し鴛鴦の月

吉沢てるよ

加藤Ｋ

川野蓼艸
坂本孝子

司江亭

鉄漿蜻蛉灼石に群れ

ワ竪棲の鑑取り終へ月青し

落 葉 か耗佳
切の 茶事
佛 ひ ゐて
も遅 れる

脇起二十韻﹁落葉﹂

りる庭
ま

百
調

他人には見せぬ貯金残高

ナゥ老優のしみじみ語る老の身よ馬場東夷

夢の隣りにすんでゐて春中川哲

ＢＧＭに流る噂り米谷貞子
俳譜の花蘇り二十年東明雅

︵鯵・深川芭蕉記念館︶

昭和六十一年十月十五日首尾
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散律ひ歳
歩師その

しやぽてん

中島啓世捌
秋元正

原田千

中島啓

福井隆

ナゥ老いぬれば個食あけるも面白や

あなうら

野遊びの子の赤き踊

低吟の花盗人を見逃して

茶杓置く辺にゆらぐ糸遊

︵舩・鵠沼︑中島居︶

昭和六十一年十一月二十七日首尾

ノノ秀町打

八東京・猫蓑会その三Ｖ

二十韻﹃冬館﹄
さまざまの楽器などめる冬館

蝦姑葉仙人掌色付きし窓
初句集装丁もよく仕上りて

万歩計持ち今朝も散策

曲馬団象とピエロに昼の月
露に濡れたる裏切りの胸

湯島に多き急な坂道

ぬくめ酒貰ひし指輪質に入れ

精密検査疑はれたる

浮世絵の百年を経て里帰り

ナォサーフィンのビッグウエーブ命かな

マリリン・モンロー唖へ煙草で

寝顔見っこっそり探す付け朧
吊り下げられし縄におののく

凍月に修那羅の石仏語り合ふ

地震は鯰に聞くが一番
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秀町世江
江町ノノ秀江町

江世江町秀町

八東京・猫蓑会その四Ｖ

二十韻﹃春雪﹄
春雪の梢を高う晴るるかな
しきりに鳴ける子雀の声
鈴木春山洞

福井隆秀
豊田好敏
式田和子

ナゥ姐に鯉のはねゐる音のして洞

つまむ京菓子彩鮮やかに秀

瀬戸内に花を尋ねむ都立ち敏

蜂飼ふ人のトラックの列和

︵齢・高野山普賢院︶

昭和六十二年三月二十九日首尾
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蕗味噌の田舎料理を味はひて
お辞儀の仕方教はって来し

ワ連吟の謡終りて昼の月
新走り酌む直会となり

奥様のお手白く柔か

横座りちょっとはだけた秋袷

円高不況続くいつまで

川下る舟の帆風をはらみつつ

十才夏場所に綱をかけるか北勝海

鍼と按摩を習ひゐる母

チンチラの品評会で優勝し
佳人と腕を組めるグランド
東て月は抱いて寝るよりほかはなく

氷雨に濡れるお稲荷の旗

秀洞敏子洞秀
敏子洞秀子敏

八札幌・俳譜寺芭蕉舎その一Ｖ

艀賄重ロ缶小や﹄

白魚や咽喉もと過ぐること三寸

うっらうっらと春の曙

窪田薫捌
窪田

明

吋岸明

市の尾根から鳩はつと翔つ

阿部美智子

明石雅子

山遠く霞めり花は盛りなり

誰を待つのか夜の向日葵

千葉周一
明

藤田美和子

薫

夢違へたる観音は敵

ナォパン嫌ひ新米が好きあなた好き
ちんちろスキダカラチラインョ
自爆せむソープランドで曼珠沙華

佐川君カニヴァリズムで頑張リズム

骨折り損の火の用心さ

運の尽き焼場でさらば寒の月
知ったかぶりの神は旅する

一

くるまってゐる小ママの背ナ

ちい

ナゥ被る程呑みますバーボンマーティ

うららかや乳房ふっくら手に余し

情事の後のシャワーのどかに

有難くいただきまする花曇

こそばゆきことかげろふのたつ

昭和六十二年三月八日首尾
︵齢・札幌国際ホテル２Ｆ

アカシア︶
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智雅明薫

明薫和一

和一雅

雅明薫

色青きスカーフ風になびかせて

ウソフィァより愛をこめてと差なく

老練の恋さかさ水母に

混浴を見ざる聞かざる言はず猿

草履取りから天下取りたり

バウムクーヘン葡旬前進

あぶな坂越えてくるのはクーパーか

醜女押し込めとろろ汁だぞ／︑⁝⁝

蛾の鱗粉ちらばる細き眉の月

薫子薫
一和雅智

八札幌・俳譜寺芭蕉舎その二Ｖ

艀賄﹃春淺き﹄
舂淺きこだまの通る草木染

古き町並み笑ふ山々

おぼろ夜の郷愁胸に刺りゐて

窪田薫捌

甲一

四方万里子

窪田薫
村岸明子

カンチューハイをみんなのむ月

雅

明

薫

千葉周一

ナォ胆石で命旦夕に迫る秋

イエスキリスト︑ノーは言はない

偽りの盃を返して受話器とる

したた

恋狂ひ強かアンディ・ウォホール

安全選ぶ見合結婚

体制は疑はずタンゴ踊るのみ

氷のやうな国８︲君９号背に
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一雅明里

明里薫

珈琲豆を忘れずに買ふ

手塚治虫氏なんか無視する

︵齢・札幌国際ホテル２Ｆ︑アカシア︶

昭和六十二年三月二十二日首尾

ソリャケッコーと鶯が鳴く薫

大惨事あなたに散れりあだな花

三字のアナタはポップカルチャー雅

貧乏で幸住むを信じをり

ナゥ道徳を踏んだり蹴ったり神の旅

明

里

アンダンテ艶書涼しく書き進め

里

明石雅子

薫

カンタービレの男はぢらひ

薫

乱れ調子に届く青嵐

不倫するにも痛き腰肩

ひっそりと緋鯉ひそめる池の底

倦怠の昼を曳きずるベッドィン

わが正法はウスバカゲロフ

理路の揺落したり阿彌陀様

威銃ほど愚行重ねる

花紅葉これこそ和歌の極意なれ

里薫明雅

ハ西尾・白桃連句会ｖ
即興画廊連句︵日英文両立︶

歌仙﹃マンハッタン﹄
雲降るマンハッタンに初個展

土着の赤映ゅ初冬の画廊
赤々と夢か炎か人知れず

斎藤吾朗

真野徹

クィーンズ未知代

赤と青輝けるかな秋の色

谷大地

山本正之

キャメルバン

丁豆ハー多キワ

子供のおでこもやがて満月

ナォ春から夏へ雨の中で唄うルイス
絵に囲まれた私の時間中西ゆき

母と故郷しのび絵を見るナラダ絹子

ニューヨークのあなたの赤絵にありがとうラピーパトリシァ

地球に今夕陽接吻してるごと↓アシュハンチナ季ユト

どこにいるやらハレー彗星朗

画廊には冬の夕空あふれおり松本六平
落葉にＮＹの冬感じけり横山正登
赤絵背にうれしき悲鳴ひげの画家代

カーネギーホールのピアノ調律東カオル

鬼ヶ島から爽やかな風朗

海越えて月に重なる吾児の顔花

ふらりふらりと春霞の中花

昭和六十一年十一月二十五日尾

昭和六十一年十一月五日首

︵齢・ニューョーク・日本クラブギャラリー
斎藤吾朗個展会場︶

ロ

おふくろの影展示会の絵

ゥ道々に栗焼くにおいただよえる

ニ段ベッドが揺れる船室之

ナゥ音がはじけ笑いが町を走る野分のようだジャクソンデービッド
之

朗

雨の中アメリカ人はＫＩＳＳが好き

ギフォードルイス

彼岸花と死舂に隠れてクラークテリー

花に雪雨に打たれてどこへゆく徹

昼食抜きで歩くひたすら
寿司それは恋私の思い出

斎藤京子

泉早苗

真野さんにワインが似合う午後七時朗

亡き祖母をしのびつつ観る吾朗展
わずか十日ではやニューョーカー

水頭ゆきこ

村遠くめだかの如き鯉のぼり

之

ボーイ︒へⅡノス

朗

中西和節

李巾閂

義経のジンギスカン説信じつつ
壁にもたれてハモニカを吹く

如夏何等使感興趣的画展
望の日に友を招いて花を活け
春もいいけどやっぱり秋が好き
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八東京・芭蕉記念館連句会ｖ

歌仙尋巴蕉青葉﹄

植えっがれ芭蕉青葉の光ゲ濃しや

庭のどこかに初蝉の声

宇咲冬男捌

宇咲冬︑

徳久光
秋場

寺崎恭

引越しも済みて団らんはずみいて

町のようすをぶらり見学
大野寺化

栗原正
福山

成田淑
松本

ナォ蝶の舞う舞台の艶に厳島藤沼亜緋子

水に眠れる乙女オフェリァ豊

長き髪ばさと切りたる胸の内小磯ハル子

逢引宿に忘るかんざし代

黒きもの纒いし人のたまりいて花

葬儀に町は静まりかえる照

露路うらに太き声張る金魚売

増えるはただの俵茱萸なり代

実年と言われて見てもぴんと来ず健

衝動買いの服の似合わぬ八

安定剤飲みて文読む寝待月豊

捨てられてなお案山子手を張る

ナゥ池澄みて紅白の鯉並び浮く照
酒蔵閂きしみはずさる山崎宗喜

ほとんどが中流意識枠の中亜

老後の事は考えずいし
花びらのひとひらごとに夕日影冬

心うたるる卒業の歌花

昭和六十年七月十二日首

︵舩・深川芭蕉記念館︶

昭和六十一年一月二十二日尾
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満月の果てまで照し海のあり

秋の簾を巻きし蜑が家

ゥ遊びきし子の手のひらに海桐の実

宅地造成はやるこのごろ
婚約のはやる想いの青写真
いのち燃して火の国へ旅
阿蘇山の草荘々と因果道
狐がこんと親を呼びいる
寒月の屋根破らんと降りそそぎ

入歯はずして遺言を書く
弁護士も自分の事はままならず

罵声こだます壕の白壁

一陣の風に散る花散らぬ花
色あえかなる春の夢みし

代照代子一豊男男
豐照豊一花健美照花

八八戸・八戸俳譜倶楽部ｌその一Ｖ

歌仙﹃初蝶に﹄
大橋たっを捌
大橋たつを

藤井泊陽
菊池敏子

ナォ鯏叫群るる池をめぐりて小半日節

若さを欲しく山の風吸ふを

シャッターを押して貰ひし二人づれ佑

アベックばかりで占める茶房よ白

さりげなく紅茶に落す角砂糖敏

山小屋の炉で時烏聴く倶

河鹿鳴く広瀬川畔に宿とれば泊

夜更けの窓にしるき風音節

がぶがぶと水道の水飲み干して和

初蝶に雌き下校児の道草し
空ラの財布に鳴る鈴の音
塀内に鯉を数ふる人のゐて
河原木房子

ナゥ法要の寺院に菊の真っ盛り白

役者の顔の全部揃へり

星野佑美
藤木倶子
山下節子
瀬知和子

豆を肴に今年酒酌む

ゥ秋風に吹かれパートを解雇され

陽

昭和六十二年四月十八日首尾

︵鯵・八戸市公会堂︶

進学の子のため禁酒禁煙しを
笹鳴きに目を覚ましたる朝泊
指折りて桜咲く日を思ひける風
みちのくの空あはく霞みて四

庭に置きたる飴色の壺四

萩の戸開けて来たる碁敵泊

からくりの人形飾り月の宮房

売上税に反対の声風

電光ニュース走る街角

高橋白晶女

月の出を待ちつつ句座の賑やかに

恋ということばを胸に閉ぢこめて

鴎りや神も仏も一つ杜
選挙の車右往左往す

白

池田風信子

掲示板に悟りの一語月明り

倶
日

関川竹四

山門の辺に鬼灯を売る

佑

顔赤くして噂打ち消す

宵闇に尺八の音の響ききて

房

禾

富士山を眼下にしたり花の旅

敏

公衆電話夜も混み合ふ

影ゆらめきてひかりうららか
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八八戸・八戸俳譜倶楽部ｌその二Ｖ

歌仙﹃岳麓の風﹄

関川竹四
星野佑美
藤木倶子
菊池敏子

関川竹四捌

舂耕の畦ほつほつと日を吸ひて
ペンキのにほひ園にありけり

池田風信子

岳麓の風あたたかき桜白忌

片頬にとけぬのど飴宵の月

河原木房子

庵の軒に棲みし乙烏

鈴虫飼ひてひとり住むなり

高橋白晶女

大橋たつを

藤井泊陽
獺知和子
山下節子

国鉄が民営となる単線路

陽

人に知られで小さく咲く恋

句秋袷出して着まよふ寺詣り
ドライブインに若者の群
同行の人のけむたき展望台
いたこ背負ひにお婆来るなり

敏

和

水音の暗きにありて月出づる

するめ肴に新酒酌みをり
鮭番の昔自慢の限りもなく

風

を

倶

倶

煙草のけむり輪の二つ三つ

ゴルフボールの古芝に飛び

飴蕩と山々連ね桃桜

売上税で操める国会美

ナォゆらゆらと大蛤の屋気楼風

のれん吊るうなじの白き女将ゐて敏

仕舞ひ忘れし恋文の束を
裸婦像を横目にそっと画廊出て陽
一刻審るる富士の夏霧美
突然の風看をともなひ節

青葉潮大きく崩れ伊良湖崎倶

揺れて止まざる庭の穂芒白

選挙カー過ぎたる街の閑けさよ房
ケトルの笛の不意に鳴り出す敏
月見豆ほどよき色に茄であがり和

猛犬ありと貼り紙のあり房

ナゥ露に裾しとどに濡らし道返る節

サラ金の宣伝マッチ手渡され和

︵鯵・八戸市公会堂︶

見習ひ巫女のおぼろなる貌陽

鰊焼く香の町にただょふ白
産土の杜に花見の人集ひ風

昭和六十二年四月十八日首尾
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ハ松本・花野連句会ｖ

一一十韻﹃白菊﹂
姑を悼む

小出きよみ捌

木村よしみ

小出きよみ

橋爪万津

白菊に埋もれてやさしかりし母

月の兎のさし招く道
水城澄

秋の声ふとカーテンのひだゆれて

噂話に乗ってたのしく

小出まこと

上条絹子

女の口は氷水吸ふ

物干台に猫の居眠りよ

ナゥ店員は土産売りつつ漫画読み澄

︵船︒きよみ居︶

遠ざかりゆく親子巡礼よ

花の散るさびしさに身をゆだねつつみ

昭和六十一年十一月二十六日首尾
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ゥ厚化粧の剥げかかりたる夏芝居

と
み

退屈で鼻毛を抜いて叱られる

﹁生々流転﹂の中程の川

澄
船戸しずか

岩手富士信濃富士とて富士づくし

炬燵の婆に皿のいろいろ
ナォ水漢をこぶしでこすり月を見る
モーツァルト聞きシューマンを聞き

青い瞳にブロンドの髪

跳ね橋の静かに上り鐘ひびく
窓のいっぱい開かれし部屋
火を盗む虫にかも似て恋盗み

絹みか絹ノノ万

八松山・祓川ｖ

歌仙﹃春の宵﹄
鈴木春山洞捌

ぴら

ナォ蜆汁遅き朝餉を一人とる
足踏み場なき獺祭の後卜

割引きの大売出しの広告が来て

衝動買ひに奔る円安

永井清之

エプロンをくぐりし栂指の濡れかかり

唇奪ふ音の高らか

河洲翔びたつ白烏の群れ

独身は貴族アルペンスキーなり

洞

︵齢・松山市北斉院町︑永井邸︶

昭和六十二年三月十四日首
昭和六十二年四月十一日尾

生麩入れたる吸ひものの味
俳聖の句碑に花片散り積みて
ますらをの国亀の鳴きゐる

目の下の波巻き起す黄金鯉

大見得切りし歌舞伎役者よ

ナゥ東海道五十三次広重忌

稲架並びたる段々畠

月の宴顔知りゐてはしやぎすぎ

長き朧毛に涙艶めき

赤旗を捨てて平家の遁げし故事

歌仙巻くや永井邸句座春の宵
わいわいがやがや雛壇の前
之

鈴木春山洞

桃の花堅き蕾もふくらみて

丸木一秋
之

之

洞

之
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和綴じ詩集を読み了りたり
玻璃窓にさし込む月の量仰ぎ

虫乱れ啼く狭庭辺の隅

秋

森法輪

ゥ大神の阿畔の狛の秋寒く
肩を寄せ合ひ手を握る夜
恋文の端の口紅ほんのりと

輪

洞

クッキー購め雨に打たるる

秋

屋敷町石垣沿ひに坂の路

ぽとりぽとりと水栓の捻子
酔覚めのステテコ月の光哀れ
夏風邪ひきし妻伏せりそめ

輪

井門可奈女

里帰り久しうなりし衣紋竿

清き流れを渡る土橋

洞

室不

老刀自の野点の席に花満ちて
銀輪つらねサイクリングに

輪之洞之輪洞之輪洞之輪洞之輪洞之輪秋

八松山・芭流朱連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃冬の旅﹄
冬の旅北海道の秘湯いかが

連衆集ふ連句会なり

視野果てしなく広がる枯野
白味噌の香り豊かな朝餉にて

鈴木春山洞捌

みみそ

ナォなかなかに通らぬ針穴日ぞ永き

親不孝めと刑務所の塀

まひなひは旨きものなり何時の世も

ニュース伝へし噴火する島

狭庭の雪を掻き捨てにけり

雑炊をすする間もなくペンを持ち

不倫の宿にしのぶひとかげ

爪の色選ぴあはせて服選び

鈴木春山洞

原井川︑翠
井門可奈女

黒田耕三

乱れ髪直す鏡の見かはす目
自動操舵に切り替へし船

高橋乱水

大愚良寛磨く瓢箪

長井南茶亭

尾花あたりすだく蝉

山本修

ナゥおもしろき百舌烏の鳴き分け聞きにけり
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ふり仰ぎふりかへりつつ月を負ひ

ワ古代朱ヶそまる紅葉の紀三井寺

中出絢子

︵齢・松山大街道︑夢茶︶

昭和六十二年二月一日尾

昭和六十一年十一月二十七日首

猫を膝にし春陽たのしむ

花千本宮居の宴ゲまぼろしに

新知事誕生宵の中なり

無視されて落ち目と悟るフライデー

寄席芸人もマンション住ひ

さざなみと砕くる音を月光る

弾む心で袖弄び

倉本淑

水

奉不

洞

翠

眼ミ閉ぢて恥らふ女の肩を抱き

沈みし石の波紋ひろがる
山の辺の径の東に五六軒
小犬を追ひて走る子供等
すててこで酒酌み交はす月明り

海に跳びこむ裸の群れよ

吉一

絢

散歩路・ハン屋の角を大きく曲る

セルフタイマーまかせ腕組み

修

淑

花片を踏む登り坂避けてゆく
こころづくしの木の芽田楽

亭奈修淑修翠奈淑翠絢三絢水亭洞水三洞

八松山・芭流朱連句会ｌその二Ｖ

脇起歌仙﹃白服にて一
鈴木春山洞捌

白服にてゆるく橋越す思春期らし金子兜太

握りしめたるハンカチの彩鈴木春山洞
家苞に皀英虫を購め來て九十四翌田中拓星

ひ

曽孫に甘き曽祖父となり中野麻紗
木の枝の蔭も明るき月の庭白方筍子
卵うどんの夜食作りぬ井門可奈女

可囮掛け父子相伝のコツを持ち洞

電話のそばを離れぬ娘奈

ナォただひとり村を守りて畑を打つ筍

風のまにまに春蝉の啼く麻

汐の香の匂ふ磯辺に屯口して洞

酒席の客と交はす数献筍

時烏鳴きし夜咄弾みけり洞

禰宜の祈りて焚ける雨乞ひ筍

西宇和の水の組合解散す洞

生き別れとはなりし秋寂び〃

思ひ出の有希子悌爽やかに筍
年上の妻紫雲英蒔きゐる〃

崖洗ふ涛に砕くる月詠ふ洞

朱ヶの鳥居のあたり老鹿〃

ナゥ故郷の兄と昔を語り合ひ筍
炬燵がぬるくなりし昼ごろ洞

しとやかに会釈の婦人すれ違ふ筍

打ち明けて目を泣きはらす恋をして筍

︵齢・愛媛県立生活文化センター︶

昭和六十一年八月二十日首
昭和六十一年九月十七日尾

卒業生に囲まれてゐる洞

湖ひろくいかのぼり飛ぶ洞

三味に合はする舞の軽ろやか麻

薄墨の花咲き出でし日和なり筍

足拍子ぱたりと落ちし銀扇星

雪嶺峨々と窓に迫りて洞

星

筍

お汁粉のあたたかき湯気月の光奈
歯茎も寒く胴ぶるひする

おぼろの中に間こゅ櫓の音

六甲の山脈背負ふ麻耶埠頭麻

お遍路さんに接待のお茶奈

花片の散りこむ部屋に釜を釣り洞
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八松山・芭流朱連句会ｌその三Ｖ

歌仙﹃初夢﹄
井門可奈女捌

子供が謡ふ綾取りの唄井門可奈女

初夢や雲の上の路鶴に乗り鈴木春山洞

ナォ新入生コンパの酒のいっき飲み三

︾﹂

甘きマスクの妓の伊予緋筍
赤石の五葉の松を盆栽に洞

自主性のなき若人の増し

冬の星きらきらきらと輝きて星

日本一のラガ−出現三

ガソリンの看板娘笑窪あり筍
恋の思案に待ち伏せをする洞

抱きすくめ熱き接吻降らせつつ奈

朝まだき紙鳶飛ぶ明るさに九十四要田中拓星

水温みゆく川のせせらぎ矢野勝三

︵舵・松山市︑民芸伊予かすり会館︶

昭和六十二年一月十八日首尾

長々続く堤うららか筍

花かざし桧舞台に躍りいで洞

社交的足の運びも丁寧に星
外遊帰り胸を張りをり三

野点の席のお茶をたしなむ奈

秋刀魚の煙こもる裏町洞

み

大空に細々と照る蛾眉を眺る三

巡回員の靴音が來て星

ナゥ爽やかに吟行句帳﹁山頭火﹂筍

いつくしむ椿の落ちし月朧ロ白方筍子

文机を据ゑ北窓に莞る洞
ゥ武道着の白き袴はブルーの目奈
ダイヤの光る婚約指輪星
ゆ

虹美しき瀬戸の内海筍

星

温泉のあとをふたりで詣る大師さま三

百四十九円台を突っぱしる洞
ますます喘ぐ下請け悲哀奈
澄みわたる真如の月をさし仰ぎ

施餓鬼の庭の善男善女三
里の稲荷の烏居遠くに洞

曼珠沙華燃えては畦を奔り咲き筍

花衣綺羅飾る児の群れ集ひ奈
枝垂れさがる春蜜柑採る星

室不
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八松山・芭流朱連句会ｌその四Ｖ

鈴木春山洞

吉屋信子

脇起二十韻﹃年の湯一

年の湯の湯気に消えゆく月日かな

鈴木春山洞捌

煥ひとかきの夜半の冬母
井門可奈女

ナゥこのごろはパックメニューに偏りぬ麻

お茶の稽古に打ちこみし春筍

市松の帯に花見の小袖着て洞

時計の針の指すクロッカス奈

︵齢・愛媛県立生活文化センター︶

昭和六十一年十二月十六日首尾
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白方筍子

麻

乾鮭を切って載せたる膳もなし

中

ぼとぽと落ちし郵便の音
南に冨士を置く花野なり

カ

ワ曲線を描く飛行雲澄める水
ふるさとの月を億ひて涕泣し
写真秘めたるポセットの中

長き並木の続く外苑

洞麻奈筍洞紗
奈筍洞麻奈筍

緋の燃ゆるペァールックで飴を嘗め

ナォ病院にかつぎこまれし酔どれも

鵜舟のあとに月の神みる
田草取る麦桿帽子影暑く
泥はねあげし胸のふくらみ

紅樺耕は恋のいろどりに
野球放送了るざわめき

野

八松山・芭流朱連句会ｌその五Ｖ

歌仙﹃なつかしき五月﹄
高藤馬山人捌

海を望める風鈴の窓
鈴木春山洞

守口津夜子

高藤馬山人

山雨急を告ぐる気合のありもして
白方筍子

麦飯の香のなつかしき五月かな

帯を締めつつ小をんなを呼ぶ

井門可奈女

芥川良美

わらんべの歌声間ゆ宵の閤
添水のあたり鹿のちらほら

夜

美

手に手を取って渡る吊橋

人

命誘はれて秋の遍路を思ひ立ち
おほけなき浮世の恋を踏みはづし

筍

重き鞄の肩にくひ込む

夜

洞

奉示

猫立ち上がり背伸びしてゆく
やうやうに引揚船の波止場にて

もてなしの炬燵に月の晃々と

夜
筍

美

人

洞

熱燗一杯酌み交はしつつ
戦陣訓朗々として暗詞し
刻の崩るる砂時計なり

機を休んですみれたんぽぽ

親馬に子馬そひゆく花の下

ナォ灌仏はただ晄惚と濡れたまふ夜

何ほざくらん若き候補者人

雛ふかき孤児のゆくへに涙ぐみ奈

遠くて近き夢をまたみる洞

あつき茶のなかなかうれし徴の宿筍

落し文解く祇か王寺の庭夜
白拍子心ならずひも
落籍されて人
洛北の道鬼が出るとふ洞

町中は路面電車の音たかく美

子連れ白鳥堀にでてゆき奈

月の出にそろそろ芋の煮ゆるらん美

円高差益還元の秋洞

ナゥ朝晩は涼しくなりて鳳仙花筍

弾けんばかり笑ふＯＬ美

夜

試験管ベビーの噂ひろまりて奈

へのへのもへじ壁の落書

笙吹けば鎮守の花の散りかかり人

霞の空に消ゆるジャンボ機洞

︵齢・道後温泉梅廼家︶

昭和六十一年六月十八日首尾
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八松山・東松山連句会ｌその一Ｖ

脇起歌仙﹃冬木より﹄

冬木より人の淋しく住む戸かな

屏風なす嶺早き冠雪

ふと触れしはたきに琴の応じゐて
おしやぶり握る小さきほぁえみ

玲瀧と月の兎の月まるく
小野の畦道露の深まり

重松冬楊捌
松根東洋城

野間予志女

重松冬楊
奥村京子

小倉浅子

中須賀畦月

︷扉

楊

予

浅

ゥ威勢よく神輿分けゆく稻穂波
呪文のごとく彼の名を呼ぶ
何気なき装ひなれど色香立ち

楊

一尿

楊

浅

月

予

一思

月

ビデオカセット使ひこなせず

ほどけ流る蚤瀬戸の渦潮
原発の白亜の炉芯音もなく

窓開けて街騒遠き夏の月

涼風さそふ森の公園

弘法の杖立渕の名を慕ひ
俄成金着かざり来たる
ケーブルカー昇り降りの花の雲
山葵びり参とにぎり食うくり

ナォすこやかに育ちて今日は雛祭予

庄屋構への門の残れる月
方言のま易あげる乾盃楊

思ひ立ち気楽に出たる小さき旅野口慶恵

爆音を呑み碧き凍空予

灯をほそめ幻想踊る雪明り京

枕に秘むるあぶな絵々巻慶

思ふこと広き世界へ放たれて月

妖しくも玉手玉肌炎ゆるなり楊

焚かすがま蚤に湧ける冷泉京
月の出の浮雲銀に光りっ壁予

声にひかれて落つるかりがね月

ナゥ鉄鍋をかこみ新取芋煮会慶

蹴球選手若さ張切る楊

コーヒー匂ふ心安さよ予

屋上の洗濯物はとりどりに京

申壗︵文音︶

池の鯉花の筏にあぶくして慶
遠足の子らしばしすぎゆく月

蠅諏誌廿一一一毒弐朋拝
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八松山・東松山連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃渓声﹄

ナォ思はずものどかさの中眠りこみ予

ぎっくり腰もとくと治れり童
停年の教師は農を生き甲斐に谷

池川媚谷
白方筍子
渡部伸居

打ち明けて目を泣きはらす身のほどに筍

音なしの構は油断ならんぞよ童
黙していても愛撫はげしく谷

池川媚谷捌

奥能登日和気兼なき旅筍
団扇片手に渚ぶら／︑予

野間予志女

糊こわき宿の浴衣の五六枚居

村の衆踊り稽古に集ひ来て
宮内鶯童

落し水はや渓声となりにけり

飴玉しやぶり憩ふひととき

谷

仰げば円か望の量月

この処いとも涼しき風沢に

筍

蹄梱誌什一一一毒弐朋十伍肥雷︵文音︶

城山もお濠堤も花盛り居
ビル屋上の立つる陽炎童

白石県政ころも替へして筍

大事を小声で言ふも芸のうち童

ナゥ空晴れて松籟の中茸狩谷
煮込ご飯はおふくろの味予

出来そこないの案山子頑張る童

月の出の遅きを待てる手なぐさみ予

墨刑かくす腕の繩帯居

彩あでやかのヨットハーバー

筍

谷

幸里

予

居

〃伊予耕揃へて着たる懐しさ

町内会の慰安演芸

さりげなく肩に置かれし手の温み
はなすまいぞえひしと抱き込む

昨日の如く思ふあの頃

居

四十年異郷に置きし吾子故に
北風が研ぎ澄ましたる月の面

谷

予

筍

童

友への便り言いて投函

犬橇とばす雪原の街

何くれと電話もか参る花の宵

居

鼻唄も口笛も出てすいノ︑と

枝の烏の巣誰も気付かず
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八松山・東松山連句会ｌその三Ｖ

歌仙﹃白梅一
中須賀畦月捌

ナォ風神の怒りとばかり春嵐楊
降って湧きたるエイズ騒動百

ウイスキー岬りまぎらす日々の憂さ蛍

都心のがれてひねる陶土月

雪景となりて聟ゆる城もあり浅

カメラ激おろす機体の東てし楊
まゐらするお薄の緑まるやかに百

徳永山冬子

中須賀畦月

白梅や雨後の山気の透明に

醍緬誌卦一一琴吐朋に十郡印澤︵文音︶

若き想ひに耽る鰍礎月

関屋越す五千本とも花ざかり楊

ポスター貼りし駅案内板蛍

橋着く日指折りかぞへ待てる島百

泥夷子とはお人よしなり楊

十ゥ馬肥ゆる頃をむかへて退院す月

すれ違ひざま匂ふ松茸百

月皓々峨々たる嶺をさしつらね蛍

休耕田の草は荘漠楊

横顔きつく忘れられえず蛍

家庭内離婚の沙汰の流行りゐて月

雲の晴れ間を覗く残雪
小倉浅子
重松冬楊

墨色を春の炬燵に楽しみて

文音歌仙格好な付け

奥村百合子

浅

森本蛍子

漁火の三つ四つ五つ月まどか

楊

月

ワお座敷の衣桁にか畠る秋裕
忍ぶ思ひの咽ぶあけくれ

転がる甕に鈴虫の鳴く

許されぬ僧と契りて寺に入る

百

楊

背戸の畑の野菜果物

百

月

磑なかば息と蚤のへる月涼し
喉を鳴らしてすぐる真清水

蛍

蛍

宗匠の五字の半切床に映え

月

郊外に立ち並びたる家の数

てるてる坊主軒にぶらぶら

浅

浅

花の下重箱ひらく老夫婦

サイクリングではしゃぐ娘ら

目路の彼方へ消ゆる蝶々
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八神戸・白燕連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃秋の水﹄
晩年の片足洗う秋の水

夕闇深き郡郭の声

前ぶれもなく月の客訪れて

言葉少なにふくむ盃

編み上げし竹籠の色さみどりに

秋山正

佐野千
奥村方

銀器に映えるキャンドルの揺れ

十才貝寄風をうけ出港の豪華船

愛憎が白く渦巻く鹿鳴館
固唾のみこむＣＭ放映

すえ

手短かに話す事態を解しかねて
そぼ降る雨に濡れるかまっか

月満つまでに約束の陶

松茸に丹波栗添え届けられ

手古舞姿の匂いたちたる

ほのかなる思いありけるいとこどち

越後は早き雪のおとない

すべり落っ形見の櫛の紅珊瑚

青い手帳に般若心経

ナゥ旅は気儘に使い馴れたる旅鞄

憩えば萌える城跡の草

畳なわる莞斜陽に縞なして

ひらひらと花は野点の傘に舞い

琴弾烏の細き畷

昭和六十一年九月二十三日首尾︵齢・黄華居︶
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畷をわたる軽き朝風

ウジョギングの男女一団入りみだれ

色と欲とは衰えもせず

白魚の指が操る端末機

虫も殺さぬ笑をたたえて

説法の声朗々と法華堂

広口鍋に大根煮つまり

顔見世のまねきを照らす亥中月

賀茂の流れが鴨川となる
眩きを洩らして影の遠ざかり

露地の鳥居に犬が尿する
世話好の飲んでも酔えぬ花見酒

春の椿事はあとかたもなし

月遊明月遊明月遊明月遊明月遊明月遊明

月明遊月明ノノ遊月明遊月明遊月明遊月明

八神戸・白燕連句会その二Ｖ

歌仙﹁梅咲いて﹂

梅咲いて雪中に火を見たるかな
坂本ひろし

爾

し

大林信爾

盟の鯉が鯛で息づく

坂本巽

立ち待ちの月がみやげの男たち

し

巽

冴え返る日の遠き山彦

芋の広葉を吹きわたる風

きさらぎの吊橋たわめ渡るらん

ゥ読みかけておけば蜻蛉の枕籠

爾

巽

爾

し

睾︿

爾

し

睾︵

爾

し

巽︿

庇つづきに女住みおり

かげ

戸を開けて迎うることも輝りて

ゆっくりほどく手行李の紐

羅の衣に藤の紋所

噴水の秀の崩れたる光

妃殿下はぬるめのお茶ときまりおり

木の香あらたに東てる回廊
大寒の影うるうると月痩せる

一筆龍に老いの一徹

初花のあしたは人に声をかけ
行く手の干潟長りては照る

手配ととのう檜千本し

ナォ鳴き移るっがいの鳥のうつくしく爾

空っ風吹く葛飾の午後爾

設計図定まらぬ間にせつかれて巽

めし食えば寝る百姓が西隣し
曲がり胡瓜は糠漬けにする巽

あげて寺貸す万句興行し

師も弟子も日課の作務に汗流し爾

二進法にて資産見積もり爾

笑止なり億兆さらに京咳じょ︵杼︶巽

気球を括る露霜の綱巽

皓皓とさすがに月の一番地し

ナゥ化粧落とすピエロの顔のうそ寒く爾

劇画に美しきベルサイユ宮し
隊伍組み玩具の兵隊行進し巽
端山の日ぐれ今日も穏やか爾

紙折るごとく蝶のやすらう巽

花の下湯気立つもののあるがよしし

蹄諏詰Ⅱ｜蓉結一朋仙叩澤︵文音︶
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道止明道止明道止明道止明道止明道止明

ハ神戸・白燕連句会ｌその三Ｖ

不正
可

非懐紙﹃田螺和え﹄

あと味を噛みしめている田螺和え

いずかたとなき春のせせらぎ

浮雲はかぼそき雷を宿すらし

拾い読みする荷風外伝

蹄緬詰廿一︾唾朋叶九朋雷︵文音︶

I8o−

おみやげにお六櫛など買いそえて

乗り遅れたる駅の鶏頭

ひらひらと留石を越え秋の蝶

風の行方は山のふところ
金的の眩しさに弦ひきしぼり
かいなに繊きうなじ摸める
きいぎぬの橋のたもとにけぶる雨
しおびき焼ける匂・いながれる
ほんのりと合歓の花咲くキャンプ村

麦藁帽の置き忘れあり

ファミコンという怪物を商いて

水かげろうの這いのぼる軒

生神様のお告げあらたか
蒜なく宰領の役果し終え

渋吉秋
谷田山

ほがひびと

川野蓼艸捌

み実秀夏真蓼
山田端野所野

八東京・風信子の会その一Ｖ

歌仙﹃辻のオルガン﹄

摺りあがる鳳凰堂の春の雪

嬰ンぽの爪初蝶の翅

乞食人群れて光りて花踏みて

海と空とが交はって冑

回廊にレリイフの月泳ぎだす

童女が落す楊梅の音生

テォ長兵衛が段々畑の水はこび夫

斑猫拾ふ哲学の道早

無名なることの潔さよ草蛍紀

未知より来る天球の使者紀

モーゼは進むアトランティスの沈む日に夫

玉露はじきてめぐるブーメラン艸

鬼火つらなりゐるハイウェーち
土橋渡るゆさゆさと呪歌賑に紀
競馬ですってヒレカッを喰ふ夫

金泥寂びし桔梗の筐早

ギニョールのみな目覚めゐる良夜なる紀

木曜日には甘い栗など紀

ナゥ濁り酒くらへばしばし生きさうな生

妖精を追ひめくるめく観覧車夫
芽吹き耐へゐるむらさきの山ち
根の国へ行く河もまた花明り艸
老いてのどかに辻のオルガン早

︵齢・東京文京︑関口芭蕉庵︶

昭和六十二年二月二十八日首尾
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虫を聞きつつねむる右脳
ゥ逃げたキリン隠せよアキノキリン草

火喰烏のたまご何色？

恋は迷子の螺旋空間

テレパシーでなんでも分る私です

ゆるやかに水の刻満っさつき闇
汗の匂ひのポロシャツを抱く
誘うきしトランペットを背ナに負ひ

少年Ａは自閉症とか

地震にくづれし街の東て月
銃器庫に冬蛎輻の飛びゐし日

うたたれの夢世界一周

﹁嫁いらず観音﹂裏で銭かぞへ

神村川村別川

早生紀艸ち紀生紀生夫紀生ち早夫生紀艸

八東京・風信子の会ｌその二Ｖ

歌仙﹃神の手の﹄

神の手のかすかに触れて白牡丹

円光のなか嬉々とあめんぽ

少年は方形宇宙に迷ひをり
跳ねて笑って逃げてゆく椅子

ぽんぽんと柱時計の二十五時
月に母音を﹁イャオエノ・﹂と投げ

別所真紀捌

生

別所真紀
滝田遊耳
小倉流花
神山みち
村野夏生
川端秀夫
村田実早

銀杏ころがる猫板の上

紀

唐三彩のラクダいななき秋渇き

さみしさは傘茸踏んで来しことも

夫

醜女のごとく干潟現はれ

ち

糸
耳

己

辛化

耳

早

生

をんなこどもの知恵に殺され
石に目鼻を描けば己れに似たりけり

五百羅漢に探すたらちね
こつじき
乞食の井月背ナに冬の月
鏡つめたく血を流しゐる
花衣なびかせてゆく彼岸まで

生

ぱりぱりと海を焙って食べてをり

亡命政權春の踊りに

うつすり笑ふ夜の剃刀耳

ナォ沙翁忌のゆるゆる溶けし忘れ霜紀

うけがね

下張りに知る祖母の請金紀

ねずみ泣きしてぬすみ酒たのしけれ生

鉄塔に散る青き明滅ち

定期見せ予定調和の日が暮れる耳

匂ひも音も夏の蝶呼ぶ夫

緑陰にひらく﹁南方郵便機﹄生

もう片っぽいっ墨入れるのダルマの眼花

紀

死の潮だけが満ちてゐる星早
月光に琴の鳴り出す小督塚ち

心こぼれしごと赤まんま

ナゥ鹿道を宝石商人ひた走り夫

コロセゥムにも沫雪の降るち

と

鳩笛彫ってあの娘にあげよう早
新約の魚の尾の鋭きカタコンベ生

ぉやゆび姫は矢車の馬車花

夕さればむらさきうすき花の島紀

︵齢・東京文京︑関口芭蕉庵︶

昭和六十二年四月二十五日首尾
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八東京・松喜久会ｖ

﹃朴咲きて﹂

空谷に聞くひとの足音

讓書会豐礫として卒寿なり

三寒四温久闇を叙す

谷戸奥に専心打坐の月凍て鼻

山行の日々懐しきかな

熱戦に世界をわかすウィンブルドン

目もとぱっちりよき子柄なる

秋の岩肌眼にもさやかに
黍嵐大きく長く裾野吹き
肩が触れ合ふ劇場の闇
別人と見紛ふばかり嫁姿

懸案の詰碁正解居待月

墨蹟を朝々写す日課にて
腕まくりして扇ぐ七輪

た

古き庵に聟っ雲の峰

朴咲きて浄福の朝迎へけり

仙

時計を飾る金の春蘭

花の下あどけなき子等さ武めきて

岩崎泉溪捌

石川五口

横田世
岩崎泉

アォ世はすべてパフォーマンスや薄霞村

不霧独立の個展麗し溪
コーヒーに泡一つ浮き静かなり呂
悔恨秘めて深き沈黙村

長年の昼寝の癖が止められず溪
発止とばかり西瓜断ち割る呂
古稀迎ふ心の迷ひそのま夢に村

尋ねて空しお目当ての裸婦溪
紺耕着たる女将の紅うすく呂

ひつつめ髪の似合ふ若後家村
魔の山の北壁照らす三日の月溪

野分の空に大鰯雲呂

いつとはなしに恩給がつき溪

ナゥ復員しコスモス抱きしかの日かな村

負けん気のトレーニングに身も軽く呂

口笛ふいて川端をゆき村
クラスチャンオールもつ手に花が散る溪
大きくうねる春潮の波呂

恥輌誌什一奪伍一閉二弐七印鑑︵文音︶
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歌

溪呂村溪呂村溪呂村溪呂村溪呂村溪呂村

八松山・松山連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃初詣﹄
快々と響く柏手初詣
天気晴朗銀盃に屠蘇

永田黙泉捌

永田黙泉
井門可奈女

芥川良美
兵頭路子
日野泰仙
原田花笑

二三隻公魚舟の帰り来て
春スキー場若者あふれ
天守閣月の朧を矢狭間より
虎の張子も何時か忘らる

可

泉

良

ゥあこがれも遙かに荘子読む雅人

足はおのづと彼氏の家へ

仙

呼び出しに塀の外より石投げぬ
ひと

路
笑

うす衣透かせ駅に立つ女
葭寶越しさざめく苑に昼灯

テレビの中ゅ般若心経

泉

笑

仙

良

泉
路

望遠鏡月の山脈まざまざと

藻に住む虫の暁あやし

残り菊焚きし香を襟に秘め
シャンゼリゼーの﹁リド﹂に舞ひけり

花見頃精進振りを讃へ合ひ

江戸の昔の内裏雛美し

ナォ草餅と団子の旗のひらひら畠良

おだてられっ鼻佛ふ勘定路

ソ連さん領土も欲しい技術をも仙

ぬか喜びの火山島消え笑

砂文字に残す足跡浜千烏泉
バケツ帽子の雪達磨佇っ良

今日の文墨の走りも酔心地路

この恋にかけ悔ゆることなし仙

寝技では女の勝と大向笑
夢に夢みる弁才天よ泉

吊橋の祖谷の真ほらに月円か良

山彦かすか匂ふ新蕎麦路

ナゥ散り残る未練がましき櫨紅葉仙

園児画を描くたヌひたむきに笑
退院も近づき試歩にはげむ友泉

旅のプランを地図に楽しむ良
花の窓恩師地球儀廻しっ鼻路

︵雄・道後ホテル︶

遠く霞める瀬戸の島々仙

昭和六十一年一月二十六日首尾
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八松山・松山連句会ｌその二Ｖ

歌仙﹃天草取一
砂つけて憩へる乳房天草取
浜のガス灯寄る火とり虫
家一つ沈むばかりの村雨に
藍皿の寿司客をもてなす
聞こえ来る漢詩朗々良夜なり

秋蚊博すかもる勢名香

雪細諜澪捌

水田黙泉
丼門可奈女

白方筍子
西原李花
渡部伸居
重松冬楊
泉
筍

可

会ひながら顔を見ぬこといぢらしく

李

ワ初紅葉しをれたれども家苞ぞ
友待つポシェット口紅をつけ

耳輪の真珠かすかにゅる豊
熱田津の昔偲ばるたシずまひ

楊
泉

居

からっからから絵馬に風立つ

居

可

李

筍

ダイアナ妃日本総出の大歓迎
音色ゆかしき琴の連れ弾き

楊

凍天に月の兎のまざと見ゅ
会社の帰り雪がちらつき

ジャンボ機は今春の雲縫ひ

ひょうたんの銘酒可盃に花の山

ナォ昼の夢長閖に描くパラダイス泉
﹁遠山金さん﹂陣出氏逝きい可

境内に看板かけし保育園筍

新築の波隣まで来て李

した異かに蛭に付かれし跣人居

一ヤンコクラブうけにうけ可

民宿拾ひほとシぎす聞く楊

いつまでもオ

美しかれと着る恋衣筍
年上の人の破局を待ちわびつ李
宋朝体の標札の文字居
単身の任務異国の月に佇ち楊
庭一面に槙憤香れり可

ナゥ百姓の消し忘れゐし夜なべの灯筍

煮込うどんの湯気を噴き上げ李

首に腕吊りし少年漫画読む居

バーゲンセール気球目を引く楊
サミットの会場めぐり花の満ち可
筍
茶店の柳さわらノ︑と

︵齢・道後・梅之家︶

昭和六十一年五月二十五日首尾
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八松山・松山連句会その三Ｖ

脇起歌仙﹃名月﹄

中須賀畦月

雪細雲壗捌

名月や門へさしくる潮頭
草艀賄の光り舞ひ出づ
秋袷襟整へつあらはれて
何を活けゐる床の大壺
田中一火女

月

螢

泉

芥川良美
重松冬楊

永田黙泉
森本螢子

蕉翁

浜木綿は白磁と色を競ひ合ひ

玻璃戸の外に喜雨の虹映ゆ
ウー散に髪なびかせて走る人

後姿を追ふ瞳かぐやき

ペァルック消えしは確かラブホテル

盆に転げしま蚤の空罐

信号は赤に変りて進めざり

楊

良

子と手をつなぎ渡る吊橋
吾が里は千枚棚田冬の月

良

月

泉

螢

雪の御堂の奥に参禅

失言に国際関係悪化して

瀬戸風峠よぎる銀翼

花の下車椅子には道ゆづる

茶店の縁に食ぶる田楽

良

＋ォ噂りを宙に降らせる日和なり楊
サーヵステントあほっぱたぱた螢
酎盃をぐぐっと呑んで元気付け月

亭主いつでも留守をよしとし

香水は彼の好みの雷香吹き〃

からみ合ひたる闇の砂浜螢

電灯に爪振り立て蚤逃ぐる蟹楊

直下地震の太きひびわれ月

新人類株に凝りては蒼くなり火

西へ東へ放浪の旅良
窓の月ショパンのワルツ奏でゐっ螢
虫の妖精歓喜雀躍楊

凄の神官きらりきらノ︲︑

ナ〃どこまでも芒の波のゆれ止まず月

餌を撒けばより来る緋鯉口開いて良

静かに歩む城の搦手楊

落陽に心みたさる花吹雪月

都踊りへ姉妹つれ立ち良

︵舩・道後︑梅之家︶

昭和六十一年九月二十八日首尾
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八松山・松山連句教室ｌその一Ｖ

歌仙﹃ふる里﹄
松永静雨捌

松永静雨
松田絹恵

ふる里の空の深さよ柿熟るる

山をけずりて宅地造成善

ナォよたよたと人に馴れたる孕鹿四

アキノ女史帰れば又も大事件晶
夫思ふことしきりなりける善

派手好きでおっちょこちょいの吝ン坊松永紫星

大夕焼に燃ゆる赤富士四

お揃ひの帽子前掛地蔵さん神尾千津子

神経痛の果の︵ネ指星

金利は下り家賃値上り千

崩れし簗に荒き瀬の音

人の世にかかはりもなく満ちる月絹

麻雀もパチンコもやめ出稼ぎに美

桑原光子
前原四月

高智美智恵

松葉屋善子

″

″

昭和六十一年十二月六日首

昭和六十一年十二月二十日尾

︵舵・松山市民会館︶

四月馬鹿てふ嘘も一興光

植ゑかへし若木ながらも花すでに葉

残留孤児は古都を巡れる弥

サイレンの夢を破りて火事らしき晶

はらりこぼるる垣の柊美

胸板うすくそぞろ身にしむ光

ナゥ落鮎を焼けば郷愁っのりきて弥

木枯にとぎすまされし月細く
咲き極まりて匂ふサフラン

絹

日申

四

菫目

葉

白石葉子
高智晶子

灯を消せば縁つややかに月射して

栞はさみて閉じる文集

当直の恩師を訪へぱにこやかに

では一曲と謡ふ鶴亀

ゥ茂みより記事追ふ記者の目が光り

日がないち日噴水の虹

鳩群れて禁止の札もなんのその

肩組み合うて歩む若人

さりげなく髪の乱れをつくるひて

テーブルを変へて厨の華やげる

光

ちびりちびりと舐める盃

ものめづらしく覗く子供等
帳幕をはりめぐらせし花の宮

美

丼上弥生

画架を立てればお陽はうららか
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八松山・松山連句教室ｌその一一Ｖ

脇起歌仙﹃土筆野﹄
松永静雨捌

宇田零雨
松永静雨
桑原光子
白石葉子
井上弥生
高智晶子

土筆野に若き日の歌唄はばや

久方ぶりに語り合ふ友
古里の一本松に月かかり
忘れ扇の香りほのかに

新開千富美

流れ流れて光る春水

ゥ秋遍路わびしく鈴を打ち鳴らし

高智美智恵

駈けてゆく仔馬たて髪ふりわけて

下駄屋菓子屋と続く町並

千

前原四月

美

林悦子

光

葉

雨

島へ着く便船は日に二回のみ
来ぬ人を待つ切なさにあり
熟年で恋は不倫とそしられて
エアロビクスで汗を流さむ
マンションの窓の彼方に夏の月

かけ古したる額も複製

寄れば又どうにもならぬ愚痴を言ひ

光

日申

仕出し屋の弁当ですます花の宴

弥

年金さへも税の対象

いとも長閖けき射狭庭の丘

ナォ鯏糾生れて小さき池の面さざめかす美

心機一転断酒禁煙悦

お鳥居に放り上げたる石が乗り光

市長選挙は今がたけなは四

あかあかと公民館の大火鉢千

遭難ばかり続く雪山四

娘のやうな若い後家さん晶

骨肉が相争へば深刻に葉

このあたり夜這ひの名残り今も尚神尾千津子

泊り重ねて信濃路を行く弥

温泉をいでてそぞろ歩きの十三夜晶

千草にすだく虫も賑やか津

ナゥ亡き母を思ひ出させる秋袷悦

やや薄味の煮〆吸もの弥

楽しげに話がはづむ楽屋裏千

パッチワークも美しき座布団美
懸命に廻すろくろに花も舞ひ四

昭和六十二年三月七日首

︵齢・松山市民会館︶

新入生の夢は果なく葉

昭和六十二年三月十四日尾
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八東京・摩天楼連句会ｖ

歌仙﹃初桜﹄

だんだんに川明り濃し初桜

これ好日の山に唯の巣

ナォ雀の子﹁都電最中﹂を買ひに来て

厭味な話して帰る伯母

国鉄も解体されて流離の身

太腿に木洩れ日の斑の濃く淡く

﹁あなたと二人﹂声のしやがれて

オカルトに凝り茄子の花咲く
きた
大瑠璃とハーケンの音北岳南面

星野石雀

バタ屋の犬はおとなしき犬

星野石雀捌

小林しげと

素

国連大使もとはマタハリ

ナゥ産土の御籔たまたま吉と出て

雪目にさぐる目薬の瓶
冬の月少年今宵より黒帯
羽子板市のイキな親分

まろび寝のテレビ異国のクーデター

ｈか

桜岡素子

玲

陽炎のほむらめがけて歩み入り

木村駿

と

清明節のあけぼのの空

ファミコン疲れ長男の顔

少女はうすき掌をよごしつつ

玲

ひとひらのいつか千ひらの花吉野

て

と

︵齢・名主の滝公園洗心亭︶

昭和六十一年四月六日首尾
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半仙戯こまかき雨に遊びゐて

たをやかなその物言ひの西訓

駿

洋菓子の朱のくっきりと後の月

媚薬たがへて狂ふ十二夜

玲

斎藻徳治
岩田玲子

冬満月かかげて古き街ねむり

素

人力飛行機秋風に淀き
ワ虚子慕ふ昔を今に菊枕

千枚漬が大の好物

素

とぼけた貌の陸五郎釣り

廃園にビオラを聴くも旅心
罪なき罪を背負ふキリスト
と

温室の扉を白く塗る日曜日

駿

″

玲

キャプテン翼疾駆する午後

橋の向うはエプリルフール

花三分王子の狐紙の面

治と玲駿玲と素治駿素治駿と治駿駿治ノノ

ハ横浜・璃沙連句会ｌその一Ｖ

歌仙﹃白南風﹄
白南風を胸に黒烏親子かな

土屋実郎捌

土屋実郎
梅村たヌし

切瑳互ひに育つ根性

皇居の濠に揺らぐ蓮の葉
登山服中学生の揃ひゐて
小張昭一

保坂木羊
戸谷是公

庭に実れる柿のうまさよ

囲碁二冠故里の月まどかなる

し

飯塚麓子

むら

手をとり合うて歩む若人

し

子

公

″

保護さる塗尾花一叢今盛り
口紅に青もありけりキス拭ふ

氷柱の雫石にきらめき

心変りをうらむでもなく
神童と云はれし頃の懐しき

郎
羊

湾の中海豚居るらし月冴ゆる

新横綱の笑ふ童顔

ゑま

五つ子の入園写真囲み記事
甘茶に濡る蚤小さき御仏

子

羊

ナゥにヵラォヶナッメロも聴き

公

子

生き延びて今年も花を仰ぎけり

ナォ染色体只一本が天地の差郎
過当競争産科婦人科
英検は合格なれど離縁され〃

思ひはるかに空港の秋丘卜嵐荘司
半月は昏れ行く雲とひといるに子

鹿笛遠くひとり酌む酒羊
忠治の国に出でし宰相子

幕末の名主の日記読み難く郎

蝶追ひながら堤さまよふ羊

世は挙げてサミット流行り春麗ら泉桜葉

昔語りに尾鰭さま入︑葉

魂招く社の千木のおぼろなる

ナゥ雪深き過疎の村より身を興し〃
母の手紙を抱く霜の夜

思索の翁毒のどかなる葉

クルーどち大川端のふぐと汁羊
こんなところに鳶舞ひ居り子
花透いて天艶やかに見ゆる刻司

昭和六十一年七月二十四日首

︵齢・虎の門︑浦高同窓会事務所︶

昭和六十一年八月十五日尾
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八横浜・璃沙連句会その二Ｖ

﹃立冬の雨一

墨色の濃き顔見世の札

土屋実郎捌

市原一具

土屋実

小張昭
哩十﹈鼻壮

戸谷日疋

いぐさ

戦話を囲炉裡辺に聰く

飯塚詐鹿

保坂木

しゃくはゃ

尺鮠釣ればゆるむ雛面

花堤観光船の楽奏で

づら

ポンｊ︑と煙管上手に扱ひて

御神火の怒り鎮めよ冬の月

偏西風の予報はづれず

キム

曲り曲ってまたもとの角
金主席健在たしか首のこぶ

伝言板デートの場所をことこまか

思ひ合ふこと美しき哉

ゥ唐突に鳴き出したるつヌれさせ

投網繕ふ肌寒の浦

あや

珊瑚の根付嗽されてゐる
彩雲に有明の月いびつなり

鰭酒を知らぬ席より供されて

松手入済み立冬の雨となる

仙

舞踏の広間ともる春の灯

十ォ入園しボーイフレンド孫に出来子

やるしかないと引ける口紅公
しみか︑と祇園の宵の恋徴悔羊

文之助茶屋今日も繁昌

一等に前後賞つく宝くじ郎

朝顔作りの庭の片隅公

涼しさにラジオ体操よく集ひ司

税取る取らぬ高き声出し羊

続々とパンダ命名応募され公

月ほっそりと山の間道子

伯父甥の絆身にしむ十手の朱

百度詣りの黄葉踏みっ塗羊

し

十句優勝と準優勝の差は著るく郎

会員権はうなぎのぼりに

青空に飛行機雲の筋二つ羊

友の便りに旅心湧く公

寮生の戎衣樒棲に花万朶司

昭和六十一年十一月十九日首

弓引くあたり高き噛り子

︵舵・虎の門︑浦高同窓会事務所︶

昭和六十一年十二月四日尾
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歌

一公子羊公ノノ司ノノー郎庭一郎庭司一庭郎

八大阪・連句愛好会その一︵鳥取・爽睦会︶ｖ

岡本睦

歌仙﹃行く秋﹄
行く秋の雲をささえて伯耆富士

西村義

岡本睦緒捌

紅葉のこして暮るる山里
雨やみぬ満月堀に浮びゐて
連れゆく烏の阿畔の呼吸
石田

岩佐文

海荒れて霧笛しきりに岬の夜

ナォ店内の陽ざしに白き雛の顔操

描きて成らざる数々の筆睦
卓上に葉書一枚夜も更けて猛

背中そむけるもの言はい猫義

侵略の廃嘘人なき枯野原文
冬夕焼けのただ中に立つ重

試着室鏡の前でちょっと照れ房
ゲートボールのとりもちし仲操

初恋に破れて今の幸があり睦

風船ひとつ空高くとぶ猛

白樺の道掃く老婆暁けの月文

今日をかぎりとすだく虫の音房

ナゥふりかかること重なりて神の留守重

吾が乱行の果てを病みつつ睦

頑なに生きてここまで六十路坂猛

余生の芸に集ふよろこび重

野仏の晴着となりて花吹雪義

〆

中村房

高野一里

増井

田芹の裾を洗ふ水音文

︵鯵・鳥取県名和町︑大亀山荘︶

昭和六十一年十月二十六日首尾
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かこむ寄鍋語り果てなし
見果てぬ夢をだきて旅ゆく

ゥ灯を透かすロゼに不倫の色香あり

巷に鼓のひびきわたりて

契りしを誰が水さして夜濡らす

格子戸の古き町筋紺暖簾
敷台の板磨かれてをり

城の上大きくかかる夏の月

逆転一打虹をめがけて

大胆にあけて着るのをはやりとす

カラー歩道をジーパン闇歩
一輪のにはかにふふむ花の園

二浪の息子巣立ちゆく朝

房重猛義文睦子猛操義房文睦恵子操子緒

八大阪・連句愛好会ｌその二ｖ

半歌仙﹃おほらかに﹄

おほらかに幹より暮るる桜かな

いななき高く勇む春駒

由利香住捌

柴崎正寿郎

松村淑子

河村紀久子

中島果寿
赤松滴水
斉藤柳花
由利香住
山田清子
河野美風
安田芳苑

春がすみ人も車もうきうきと
鳥追姿のサンドイッチマン
残業のオフイスの窓月さして

お銚子の加減にもなれ通ひ妻

ゥひとときの秋思落暉に手を合せ

昼三味線のもれる格子戸

果

一﹂︾︶ブつ

朝立ちのせはしき背十にキッス投げ

正

滴

昭和六十二年四月八日首尾︵船・大阪︑福泉寺︶

／耳

天守ぐるぐる雁渡りゆく

っのる情の今日も叶はず
居酒屋の前はやも水打つ
でく
夏の月淡路へ帰る木偶使ひ

美

紀

淑

フェリー沈没悲報聞きっシ

寒気団向き定まらぬ風見鶏

芳

高嶋香都

サイクリングの一列にゆく

花の山越えれば道の真直に

川面に映る春の浮雲
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八大阪・連句愛好会その三Ｖ

歌仙﹃紅白を﹄
歳旦吟
柴崎美恵子

ナォみはるかす遠山波に残る雪

夏遍路ゆく川添ひの道

京へ五里浪花へ十里村の辻

息きってゆく老いのジョギング

登りきて見下ろす渓の冬霞

美

正

別れきて今宵異国の月仰ぐ

恋すてふ昔の言葉いまもなほ
人知れずこそ想ひつゴけて

紅白を聞きっ農眠る夢まどか

正

霧のホテルに灯のにじむ頃

湖畔の茶屋の熱き燗酒
盃を重ね心を燃やすべく
兄弟仁義誓ふ手と手と

今年こそ心も軽く旅もして
五十余年の勤め終へけり

美

ナゥ病む日数いつまで哀し夜の鹿

美

月かげを砕きて落すつるべ井戸

正

地下雑音に眠る労務者

柴崎正寿郎

一すじの径長々と芒原

美

日の丸の弁当いぐさなき代なり
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はや白みたる窓の初空

思ひ出の宿思ひ出の部屋
隣室に声のはなやぐ若夫婦

正

人通る間を虫のなき止む

枕に残る人の移り香

美

昭和六十二年一月一日首尾

すこやかに父母在す花の日々
茶摘みの唄の声も晴ればれ

春の体日旗たてる家

きいぎぬの帯ゆるやかに締め直す

正

正

正

正

美

美

大藁家僅々と夏の月あがる
斜陽族にも云ひ分のあり

美

露天涼しき村芝居なり

庶民にはうれしくもなき税改正
っ蚤ましき身に草は萌えたつ
このあたり花の見頃と母連れて

晴れ渡る天雲雀さへづる

美正美正美正美正美正美正美正美正美正

ハ仙台・連句会﹁血﹂ｌその一Ｖ

歌仙﹃厄日かな﹄

身を守ることの多くて厄日かな

月影うつすあばら家に住む
草相撲砂にまみれて又負けて

鼻歌で押すそばやの暖簾
カセットのシンセサイザー鳴り響き

煙たなびく夏の高原

詞おさげ髪胡瓜を刻む手のえくぼ

伊藤直子
宮腰雅子
若生敏子
高橋道子
狩野康子
萱場健之
佐藤昌子

康

雅

敏

佐藤千賀子

くずれ土塀に幼子かくれ

まめまわし

百済観音の中指にこがれ
止まり木を探し番の斑鳩
カメルーン二酸化炭素の凄まじき

千

水洩を拭き外で待つ婆

敏

日自

古びた世界地図とり出して
同から見る寒月の冴えノ︑と

雅

千

日日

康

ゲートボール準備万端整える

さざえ壷焼荒磯料理

青函トンネルやっと貫通
花尋ね人尋ねての気儘な日

ナォ雛壇に仲間入りするエレキング敏

うり二つの姉は中国に昌

ペットコンテストハイポーズ雅
紛れなし証拠写真はほくるまで康

夏果ての星に占う金の運直

鎖に群れるデ・ハートの昼千
流し目を睨み返して急ぎ足敏

何喰わぬ顔初の逢引き雅

ここでやんやと拍手喝采昌

スケ

俺の女どうする気だと美人局康

水琴窟の音色かすかに敏

尻もちをついた社殿に月あかり直
きれいなおくべひらり秋蝶千
ナゥ名残の炉お床拝見三つ指で雅

チェックのタイでベレーをかぶり昌

補聴器と車椅子とが全財産直

︵鯵・仙台市民会館︶

人影去りてきしむ鍬篭千

陽に溶けて光つらぬく花の魂康

昭和六十一年九月一日首

昭和六十一年九月十三日尾
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ハ仙台・連句会﹁酌﹂ｌその二Ｖ

脇起半歌仙尋化より団子﹄

花よりも団子とたれか岩つ蛍じ

遠くまで飛ぶ尿に春風

屋気楼賤業主婦は浮かれでて

女肢大出身今はカタなし
鷺ヶ森地名は残る月とゴミ
かる
赤茶色の土に虫交さ尾

ゥ世紀末エイズも哀し秋の暮
そうけ

姿顔よし懐毛立つ恋

萱場健之捌
犬筑波集
蓬田きえ子

狩野康子
若生敏子
康
佐藤千賀子

″

千
敏

そユリ幸った

淫謡つられて通う夜の道

千

アブサン

もひとつつられてあおる面香酒
のら

敏

せいけい

佐藤昌子

モノトーン擬装決まり放蕩息子
ヌード

敏
千

アデランス

裸躰マネキン白い布かけ
照り返し避け禿隠夏の月
ノイローゼ癒えて竹夫人

卜ランプ

西洋歌留多の占いすれば吉と出る

道

康

千

一一一上道子

神仏ち
よほび四国霊場

遺言状珍や宝やされる花の昼
つれ
去る者追わず無情ない初蝶

昭和六十二年二月二十三日首
昭和六十二年三月二十三日尾

︵齢・仙台市民会館︶
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ハ西宮・連句かつらぎｌその一Ｖ

春人喜寿記念

世吉﹃試筆見よ﹂
阿波野青畝

岡本春人
小倉星女
小路紫峡
千原草之
土方艸成

試筆見よ七十七に力あり
とうとうたらり鼓打初

昭和俳譜興る春なり

岡田水都子

初雷に猫の耳ぴぴ

することもなくて朝寝をほしいまま

プカプカドンドン春の売出

母つれて靖国神社花万朶

鋤柄光子
清水幾湖

浅井緋沙子

辻本義一

人魚の姫の恋ははかなし
通じ合ふ心に言葉など無用
すぐ仲よしとなりし捨犬

ハンカチを何処で落してしまひしか

噴煙に消ゆる飛行機見送りて
鉄線かづらゆらゆらとゆれ

山出八重椿

下田喜代

岩井双葉女

酒井規子

今中雨花

岩尾美智子

声のふるへる腹話術なり

大森扶起子

︷鳶渭嵐
民岡照子
山崎綾子

ナォ巡礼にほほゑみたまふ地蔵尊

曲るネクタイ気にかかりつつ

政界の二転三転先は闇

米寿喜寿そろひいよいよ健かに

ウダイアナ妃のパレード湧きに湧くサンデー

胸の高鳴りかくす羅

求愛の言葉にならずソーダ水

関本正緒

中島ふゆみ

田中珠生

柴崎正寿郎

辻静穂

星野かの子

小路智寿子

森田蓉子

枝豆と栗とりまはすなり

鈴木春山洞

奥村勘甫

たたなづく遠山なみを望みつつ

竹山美代子

月天心ひとつ覚えの詩を吟じ

ひと息に朱の大盃を呑み干して

潮流にのりし舳に月おぼろ

城戸崎丹花

永井一子
下村梅子

とろとろ燃ゆる芦火守りゐる

長き階さしかはす烏

きらめきながらシャボン玉飛ぶ

山川真智子

ナゥサミットの思惑秘めし握手にて

名ばかりの予約の歯科医暖炉燃え

まちまちにつくしの頭土手長し

穂先まで筆洗ひ納むる

歳末募金の前を素通り

還俗思ひ立ちしこの頃

中沢早太
歌川山黛
増地正恵
松内絹女
左海延子

信号の赤なかなかに変らずに

合従連衡時節待つくし

見はるかす限りの山河月天下
箕面の紅葉さぞや濃からん
海女の畑おかめ南瓜のころころと
寿︵いのちながし︶と謡ひ納めん
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連句讃へるフィナ
ナー
ーレ
レの唄

攻めに入る登り窯花ふぶくなり

あうむに言葉教へ遅き日
高本時子

加藤三七子

楠本玉江

︵鯵・大阪東洋ホテル︶

昭和六十一年五月十八日首尾

-198

ハ西宮・連句かつらぎその二Ｖ

月見脇起歌仙﹃雲の間﹄

雲の間匂ひもぞする無月かな

鮠風はまだ遠き洋上

黄や緑まじり雑木のもみづりて

岡本春人捌
阿波野青畝

朝な夕なに鴉来て鳴く重

ナォかげろふの中に遠流の島見えて綾

手ひねりのずしりと重し伊賀の皿照
街頭募金そつぼ向かれる

恋の涙にぬるるハンカチ元

ぬか漬の茄子のむらさきしたたりて星

有髪の尼僧奔放の筆成

泳ぎもしゴルフもせしとハネムーン綾

酔へば酔ふほどくどくなる癖星
ひとり旅ナポリの月の海昏く代

脱サラの商売下手の文具店照

岡田水都子

ナゥ野鼠のかぢりさしなる藷掘って代

岡本舂人
小倉星女
森田蓉子
民岡照子
永井一子
土方艸成

おもたせ団子容チさまざま

葦生はてお

ゥ歳よりもすこし派手目のセーターで

名刺の裏にずらり肩書

あしらひのお茶の一服ほろにがく

ポーカーフェイス暖炉よく燃え

比良八荒の白波の立つ蓉

せんべい蒲団綿ののぞける
マンションの折込多し日曜日

傘さしかけて萩の細みち重

列聖の沙汰のありたる聖夜なり

藤野八重
山崎綾子

︵齢・大阪真田山︑慶伝寺︶

昭和六十一年九月十八日首尾

背のひらひらと若鮎の群お

年々歳々花に遅速や花暦柴崎正寿郎

都

酸いも甘いも分別のつく
この寺に古き浪華の情緒あり

都
お

人形の足遣ひ十年

見得を切るいがみの権太夏の月

蓉

一元

成

二塚元子

竹山美代子

四つ目くづしの染の帷子

素人に株価暴騰暴落す

春雷なりや耳鳴りなりゃ
風狂の極みの花見風なり
一茶の土蔵屋根を替へゐる
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八西宮・連句かつらぎｌその三Ｖ

歌仙﹃十六夜や﹄
十六夜や鮠風北緯二十五度
尾花のゆるる音かすかなり

九月尽陸橋に鳩住みつきて
初心者マークの赤い自動車
飛び石のちぐはぐの池渡りつつ

寒さしのぎの立喰ひの蕎麦
序歌反古の助炭に尼の暮しあり

小指ふっつり起請の文に
沖抱きて髪捲き揚げし仇姿
草仮名ちらしの見覚えの帯
片上りがちのシーソー母若く
波染めぬきの夏のれんなり
百万ドルの神戸の夜景月涼し

背越膳にしく味はなき
無精髭むくつけ毛脛大男

めぐる水車に芦の角ぐむ
山の温泉の朝日に映ゆる桜花

孕雀がパン屑に来る

岡本春人捌

岡本春人
辻本義一

浅井緋沙子

清水幾湖
小倉星女
増地正恵

星

松内絹女
下田喜代
鋤柄光子
代
光
絹
沙
代

宙心

絹

グリム童話の赤頭巾ちやん代

ブォもうしもうし旅は道連れ春うらら

暗闇をぶつとばすなるオートバイ湖

セラミック庖丁研がず十年星

代

派手目のアロハ彼に贈らん光

糸ひきてゆらりゆらりと落し文恵

シルバークラブダンス上達湖

バルコニーベルジュラックは声やつし

豐頬の天平美人の三姉妹光
稲の穂たれて祭近づく湖
菊の酒なみなみ注げよ馬上盃絹
白楽天の詩月に吟ぜん星
ごみ箱倒し狸逃げ去る〃

ナゥ踏めば泣く泣き砂の浜人少な沙

バレンタインの日はどしやぶりに星

アルバイトラッシュアワーの尻押して光

︵舩・六甲保養荘︶

陽炎もゅる味噌蔵の壁恵

鐘無常夕べの花の散りふぶき

昭和六十一年九月十九日首尾
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ハ西宮・連句かつらぎｌその四Ｖ

歌仙﹃牛は牛一
岡本舂人捌

ナォ沢庵禅師流請の庵下萌ゆる時
ヤッホー鵠張り合ひのなき四

百年余掘りつづけ来し鉱山閉ぢる代

御神火怒り狂ひたまふか麻

大ぶりの井桁模様の藍浴衣都

遠き日の恋思ふカルピス四

財布の一円玉が邪魔なり都

敦盛の須磨の松吹く風夕べ星

麻

稲刈り済まぬうちに田を売る都
目減りする年金ぐらし十三夜星
焙じ茶滝れておかきばりばり蓉
ナゥ寒灯のチカチカ道路工事中時

竹山美代子

小西須麻

一周のおもちやの汽車に手を振って

田島竹四
森田蓉子
高本時子
小倉星女
奥村勘甫

牛は牛牧夫は牧夫日向ぽこ
リコーダー合奏よく揃ひたり

麻

雪嶺燦とそびゅ碧空

ぎっちょ姉弟器用貧乏

蓉

ゥ窯出しの壺をならべし草紅葉

代

昭和六十一年十一月二十九日首尾︵船・舂人居︶

陽炎の立つ遠足の列

西行の無常かこちし花ふぶく岡本春人

葱こんにやくの多き猪鍋甫
孫太郎虫の看板曲り屋に麻
今土を出しとかげ瑠璃色蓉

かんてきに尻っ尾はみだす秋刀魚にて麻

ハツと息のみたる吉祥天女像

湖の鏡めくなり今日の月
宿直の夜の小男鹿の声

新体操の曲線美なり

代

岡田水都子

四

吾妹子が結びし紐はほどかじと

永井一子

船酔三日酒も通らず

月いびつ縁台将棋負けつづけ

蓉

代

茄子の花のみんな下向き

甫

満開の枝垂桜の中に句碑

パリラックス眼鏡なかなかなじまずに

遍路の宿の急な階段

名残の乱舞鴨の引くなり
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ハ西宮・連句かつらぎｌその五Ｖ

出花ご絃琴﹄

葦生はてお

小倉星女

小倉星女捌

白藺の香のそこはかとなく
竹山美代子

岡本春人

一絃琴無月をうらむひびきあり

サイクリングは山の辺の道

お

星野かの子

初茸と新蕎麦に酒温めよ
ぶつっん切れてる彼・彼女なり

の

代

永井一子

智

星

岩尾美智子

おそろひのスヌーピーのペンダント

尾越の鴨の下りし湖

プロポーズホンネタテマエつかひ分け

野仏の目ののぞきゐる雪しまき
かくれんぽうの鬼が泣き出す

腰痛に温灸のツボ心得て
磧湯のそば鮎のキラリと

智

代

あれよあれよと株価急落

葭障子がたびしきしむ避暑の宿

お

の

人

外八文字の太夫道中

紀之国屋文左衛門の舟出なり

風船売に陽炎の立つ

花の雨なりしやそれとわかぬまに

昭和六十一年十月十二日首尾︵齢・春人居︶
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八新座・連句研究会ｌその一Ｖ

歌仙一朝顔﹄

丸々肥り売られゆく牛

清水瓢
阿片瓢
今泉亡心

ナォ鴛鴦の去りたる城の池あれて

過疎の中にも神は祀られ

見付けたりなっかし赤の丸ポスト

大八車わたる木の橋

案じたる嫁入の日のよく晴れて

上気の聟に冗舌の叔父

予約して平戸天草泊りとか
仕事なければ冬も日永き

三巻の大著終へたる一安堵

鉢のゴムの木いささかの錆
既望とは文月に見る月なれば

図らずも得し新涼の湖

ナゥ秋幅の環の音して畳まれる

忘れしものの出でし抽出

今見ても二銭銅貨の大きくて

平和といふも公害の増え

瞥

朝顔に利久を語る客間かな
消息物を掛けて汲む古酒
借景に月の野を持つ倖せに

えき

花前に米ソ会談決裂へ
休耕田に芽吹く野の草

昭和六十一年六月二十二日首
昭和六十一年九月二十六日尾
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廃線ときまりし駅の大時計
なっかしと見る去年のポスター
ゥ名の知れぬ草摘みて来て問訊し

団扇作りを襲ぎて何年
此頃の娘総じて愛想なく
派手好みにて誠乏しき

裏藪の雨となりたる宵にして

一日費し易の独習

漸くに残暑落つく這空忌
豆柿百のたわわなる月

新刊図書も並ぶ古書店

秋鮎の殊に情の山の宿

出不精主人が守る烏の巣

花便り杜国の跡を訪ひしとか

機郎左機郎左機郎左機郎左機郎左機郎左

文
音

機左郎機左郎機左郎機左郎機左郎機左機

ハ新座・連句研究会ｌその二Ｖ

歌仙﹃桐の花﹄
阿片瓢郎捌
阿片瓢
渡部伸

桐の花雨にも色のあるならば

川の中州に濡るる白鷺
石丸信

重松窯﹃

池川媚

ジョギングの馴染の顔に会釈して

学校までは遠き峡住み
繭倉の生子壁なる月遅く

じゃ

地代あがると差配言ひ来る

ナォ陳列の中のマネキンうららかに

軍縮会議物別れなり

それとなく立ち退きのこと匂はせて

河鹿の笛の︑走る渓流

涼しさの一句首相に頼まうか

うなじ

アップに結ひし項美はし

ところてん畷る床几の古くして

彼と逢ふ心支度に浮かれつつ

大公望の並ぶ突堤

破れ芭蕉なる寺へたち寄り

眼の先に大きく歪む波の月

ナゥ芋煮会準備万端打合せ
からくり水車廻す閑人

藁家に民芸品を商うて

桶の浅蜥が少し舌出す

明けはなれたる四囲の山脈
薄墨に咲きととのはい花の風

昭和六十一年十二月三十一日尾

昭和六十一年七月一日首

︵文音︶
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蝿の膳の秋を淋しう

ゥ便り書くそばに来てゐるきりぎりす

いやよいやです別れるなんて

悪口を並べたていふ恋仇
鎮守を抜けて帰る近道
蛇が棲みし淵千畳の巌えぐる

物の怪踊る楽の幻想

烈風に吹き削がれたる寒の月

屋台を出でて吐ける息白
父よりの坐職に生きて悔ゆるなし

昔椀舟泊めし小港

舞の袖舞の扇に花の散り
車夫をねぎらふ春灯の門

義居楊郎谷義居楊郎谷義居楊郎谷義居郎

居郎楊義谷居郎楊義谷居郎楊義谷居郎谷

ハ新座・連句研究会その一一一Ｖ

歌仙﹃二の酉一
二の酉を銀座の楼に会しけり

劇場の跡今は貸しビル
蔵の中昔の写真探し当て

阿片瓢郎捌
阿片瓢

岩崎泉

中原刀

中島櫟

草の葉に置くそれか︑の露刀

月皓々牧場跡の石白く泉

手をとりて通る懸橋滝の音櫟
不渡りと云ふ電話かかりて瓢

奥入瀬川に映える柔肌泉

シャッターの前に木彫りの並べられ瓢

寒さ平気の宵の雑沓櫟

金春湯を出て熱燗の酒をくみ泉

座禅三昧路地うらの寓刀

ナォ永き日を本棚詩集読み漁り泉
ルーツをもとめ旅に出かける櫟
日本の腰は長野のどことやら瓢

＋

﹁傘寿光﹂なる句集届きい瓢

ナゥ爽かにリハビリ挑むたのもしさ櫟

すっきりと酒に頼らぬ一座にて泉

安竹宮と持廻りせん刀
万葉集に蝶の歌なく瓢

花の雲旋律軽しカルーセル櫟

昭和六十年十一月十八日首

︵十四句まで諺・銀座交訶社︑あと文音︶

昭和六十一年六月二十八日尾
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カイゼル髭もさまになりたり

月代に鴫の高音のだしぬけに

廃帝の庭紅葉色濃く

ゥ巡り行く秩父札所は柿の里

新橋芸者雑な達引

農家の縁に乳飲子を抱く
鶏の餌代も出ぬ値の下り
ファッションの先端を行き売れ残り

愛猫つれて探すアパート

汗の手握る月の街角

地酒には山の名多し冷で飲む

床の中より朝日眺めて

海の家幼きどちの集ひける
舂愁と書きアンニュイと書き

花疲れ衣桁の帯の銀の文字

刀瓢櫟泉刀瓢櫟泉刀瓢櫟泉刀瓢郊溪弥郎

八新座・連句研究会その四Ｖ

歌仙﹃生涯を﹄
生涯を市井に生きて海鼠かな

大根卸しを添へし手料理
松ヶ枝の雪佛はれて冬終り
プードル犬のしきり外へと

宅急便で桜鯛着く

阿片瓢
戸田貝
武田

杉山草

ナォ唱歌室昔種痘のありにけり郎

救援物資アフリカに発つ子

珈琲はキリマンジャロと半可通〃

銀の匙なる指の細さよ哲

やもめづれ焼木杭にとかく火が江

ふきんをかけて煮凝りの皿郎
析の音の引返しゆく寒さかな子

開幕ベルに足を急がせ哲

猿之助早替り役つづけざま江

煎茶家元古き看板郎

月丸し都心の空の狭まりに子

見付けしこほろぎビルの片端哲

ナゥ名札つけ秋の七草並べあり江
照り降り雨のからたちの垣郎

豆腐屋の呼びとめられて路地の口子

花篝焚く大川の土手江

草餅ののれんはためく床几なり郎

はるか霞める聖天の屋根子

蹄耐誌什一癖乍朋垂十一甲澤︵文音︶
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式台に鎧のありて春の月
池面に映る影のゆらぎて

ゥ若草に雅楽の響身ほとりに

内外忙し俄か分限

サミットの警戒駅の裏までも

法事のあとに祭近づく

部屋部屋にクーラーありて月遅し

菰樽の灘六郷の積まれあり

おたまじやくしに園児喜ぶ

慢幕張りて輿入れを待つ
近き人隣の人も顔出して
金のバッジの若き代議士
折紙で舟と鶴とを花の縁

江郎子哲江郎子哲江郎子哲江郎子哲江郎

ハ新座・連句研究会ｌその五Ｖ

賀・連句歳時記完成

歌仙﹃風呂吹﹄
時雨るる夜を編みし歳事記

風呂吹や無名に生きて惑ひなく

宗像元介

蒲幾美
菊池由美
河村扶美
宮内恭子
芳田龍子
柳沢澄子

嶋津てい子

遠くよりうから揃ひて傘寿の賀

草間時彦

佐々木展子

パンダの子供近き命名

長崎どこも坂の多さよ黄川田美千穂

ナォ踏絵なるしきたり嘗てありし寺安江眞砂女

みな知ってゐる欺されたふり畑村春子

背伸びして見るやけぶらふ沖の船里玻綾子

アニメもどきに襟巻の人山田章子

よろこびを尽くし別るる霜の朝勝田けい子

ピカソの陶凸凹多し玻璃のうち城戸崎丹花

︵齢・俳句文学館︑あと文音︶

昭和六十一年十一月十六日尾

昭和六十一年十一月二日首

未来開きし春の礎今泉宇涯

私鉄駅を出て方向の音痴なる鴇田秋甫
ひたむきなるは百千烏にて松村武雄
たのもしき花を幾重の長堤伴野溪水

西の京なる古き道ゆく岩崎泉溪

へうたん鯰無病息炎高橋自遊

えひす

月の出にお頭付きの鯛焼を戸田貝江
積み上げられしこの年の米遠藤翠

阿片瓢郎
宮下太郎
野口里井

徳永佐和女

昼過ぎの頃より空の晴れて来て

加藤望子

夜光の盃にそそぐ美酒志南江美子
塞外に胡の歌をはるか聞き小林梁

艫をこぐ音の山を左右に
声もろとも俵担ぐや月の下
倉の戸閉ぢて虫の闇断つ

ナゥ十一面観音様のさはやかに岩田玲子

小林しげと

ゥさくさくと林檎食べゐる女の子

坂田はま子

笛の司と文を交しぬ

更けて待つ衣ずれ襖ではたと止み

俄かにおこる路よりの風
島民の全く去りし大噴火

覚めやらぬ街走るトレパン

山口みづゑ

大海原に夏の月見る

雀の卵いくつふえたか

豆食べてまめに達者に打水す

花ざかり阿片先生励ませば
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ハ川崎・鹿吟舎ｌその一Ｖ

歌仙﹃亀鳴﹄
淡雪の街人満ちてゆく

亀鳴くや茶房の壁の名所図会

鈴木撫蘭亭捌

富士を逆さに水に映せり人

ナォ釣れざれば釣れざるで良し春の濠洲

怒る顔より笑う顔よく石

仏足を小松の石に彫りつけて唯

楠公雪に策を練る朝石

談合の果ては鞍鱸鍋となり唯

鈴木撫蘭亭

池鬚唯

城跡は松喰虫に荒れにけり人

雄

石

昭和六十二年三月七日首尾

︵齢・川崎市民プラザ︶

夜桜の人や五彩の花衣蘭
風かぐわしく千金の刻雛

交り離れるレーザー光線子

シルクロードを渡り来る雁人
合成音のＢＧＭも時宜を得て洲

ナゥほく／︑と零余子の飯や話の穂唯

夜長楽しき子の数え唄石

銭湯のまた一つ消え月の量里崎桃雛

大川端に籠る潮の香蘭

風の噂は嫁ぎしとのみ洲

桜井蹴石
中岡幸子

酔眼にその面ざしを重ねみる唯

ワ秋時雨捜しあぐねし宿の数

人

白井風人

朱牟田恵洲

そもはじまりは抜け参りめき

雄

鈴虫の籠縁隅に置く

猫柳昨日はたしか右に見て
丈に合わせて直す裾上げ
出るほどに軒が遮る望の月

ひとつ覚えのこれぞマドロス

藺

洲

昭和古稀横文字で書く起請文
二の腕のこの張り見よや貸ボート

洲

石

火付の悪き蚊遣線香

すこし早目に店しまうなり
暮れてなお暑さや物の匂う月
びくノ︑と眉動かすを見つめてる

人

藺

子

雄

リヵちゃん人形衣裳持ちなり
昼うららかにモーッアルト聴く

二番目は花の頃する岩田帯
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ナォ朧夜の壁を誰かが叩きけり人

黄金バットの高笑う声吾
今は昔ここに横丁ありにけり洲
人走らせる折からの雨推
氷踏み割るひびの占い石

ハ川崎・鹿吟舎ｌその二Ｖ

鈴木撫藺亭

山の児はわが手を取りて教えけり蘭

歌仙﹃春景﹄
桃桜辛夷連麹多摩の春
白井風人

朱牟田恵洲

朱牟田恵洲捌

つらなる丘の風光るなり

人

手妻は昔取った杵柄錐

ナゥ右の肩ややそばだてて秋袷藺

炭匂わせて唐黍を焼く石

下潜る高速道や月の墓地雄

後朝のコップの水の澄みかなし人
パピエ・コレなる東京の屋根吾

キューピッドと知るは後々洲

昏れそめて一つ灯ともる神の留守人

子雀のまじりて遊ぶ道避けて

洲

藺

池鬚雄

ビル高階の窓に虫飼う

相乗りで来る左官建具屋
狼籍の野分すぎけり宵の月
ゥかすかなる音立つ秋の螢光灯

錐

藺

ワープロの打字音鈍き昼下り人

誤字二つある古き恋文

人

隠れ来て曽遊の地を膝栗毛

茶店の渋茶力餅添え

今日はまたタンゴの似合う空の色

雄

洲

昭和六十二年四月四日首尾

︵船・川崎市民プラザ︶

束の間陽射す将門の塚洲
渦巻きゆける海峡の潮吾

由縁の琵琶の螺鋼きらめく花明り黒崎桃雛

蜘蛛の巣先ずは垂直の糸

推

坂口暗吾
桜井蹴石

蓮か何まだ明けやらぬ池の面

石

蘭

部屋の模様をあれこれと変え
甚兵衛を着ばやと思う月となり

︒録音準備すべて完了

蘭

咲きそむる花やはや散りかかる花

身辺多事の春過ぎんとす

−209−

ハ伊勢崎・若泉連句会ｖ

歌仙﹃石の色﹄
石の色白粉花に動きけり
ほのぼの匂う亭の初月
昔ほど冬仕度することもなし
車降りればすぐにデパート

良く整いし論文の出来

日本趣味嵩じ日本に留学す

ゥ原爆忌螢悲しく光れるを

待青草の続く細道

宇咲冬男捌

宇咲冬男
斉藤八千代

横田幸予
木幕万里子

川田章夫
黒沢沢揚
女淵一歩
幸

八

冬一

年甲斐もなく情熱くなる
割竹を踏んで鍛える足と腰

″

生い立ちを間かれにわかに泪ぐむ

一ラウンドでノックアウトに

沢

山崎浪江

幸

万

一早

冴ゅる月地底に刺さるばかりなり

火の見櫓に吊りし大根

街中に乱れ太鼓の復活し

優勝かけて肌は紅潮

花時の仕事全く手につかず
日矢にたわむる仔猫子雀

十才田楽を味わっている古都の旅山本歌代子

どちら向いても熟年の貌万

交差点みんなで渡れば恐くない八

きのうに変る寒波到来幸

水上勉哀しい女章

胸奥の癒えたる筈の創痙く冬

忘るにはぬるめの酒がいいと云う万

鐘が鳴る鳴る教会の鐘八
港に肪う船もまばらに万

大噴火せし三原山嘘のごと沢

夫婦で守る秋の旧屋浪

同郷の人を集めて観月会章

ナゥ椎の実も栗もころがりいしままに幸

うたかたなりし幼な日の夢歌

綴じ糸の切れて手擦れの新古今幸

シテの面に幽玄を知る章

篝火の果ててふくらむ花の闇冬

昭和六十一年九月七日首

水琴窟に深む春昼章

︵齢・本庄市立図書館︶

昭和六十二年一月二十五日尾
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連句懇話会規約︵昭和六十一年一月十八日改正︶
一︑名称本会は連句懇話会と称する︒
隆をはかることを目的とする︒

一一︑目的本会は連句実作者および愛好者と連絡を密にし︑連句の普及︑興

よび方法は︑幹事会が決定する︒

三︑事業１会員の連絡強化をはかるため毎年全国大会を開催する︒開催地お
２会報を︑隔月に発行する︒
３連句年鑑を︑毎年発行し︑主要グループよりの連句作品を掲載す
ず︵︾︒

に定める︒

連句懇話会役員名簿

代表幹事阿片瓢郎︵総務・会計・会報担当︶

″大林杣平︵全国大会担当︶
″岡本春人︵懇話会寅担当︶

″今泉宇涯︵年鑑担当︶
″宇咲冬男︵広報担当︶

常任幹事土屋実郎︵全国大会担当︶
″松村武雄︵総務・会計・年鑑担当︶

″宮下太郎︵会報担当︶

幹事赤田聴雨

″岡本星女︵懇話会賞担当

″磯直道

″川野蓼艸
″城戸崎丹花
″国島十雨

″見学玄

″鈴木春山洞︵監事兼︶

″小林しげと

″近松寿子
″伴野渓水
″永田黙泉
″八木荘一

″柚木治郎︵広報担当︶

″山地春眠子
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４連句年鑑より︑毎年︑優秀作品を選出表彰する︒選出の方法は別
５毎年の収支状況および役員の異動は全国大会で報告する︒
四︑会員１会員は︑会員︑賛助会員︑特別会員および名誉会員とする︒
２会員の入会は自由とし︑年会費の納入をもって資格を取得する︒
ただし︑二年連続して会費未納の者は脱会したものとみなす︒
３賛助会員は賛助会費を納入した者とする︒
４名誉会員および特別会員は代表幹事が推薦する︒
五︑役員１本会の役員は幹事若干名とし︑その互選により︑代表幹事︑常任
幹事︑幹事︑会計および監事を決定する︒
げない・

２役員は︑会員の互選とし︑任期は三年とする︒ただし︑再任を妨
六︑会費１会員の会費は年額二千円とし︑入会金は徴収しない︒
２賛助会員の会費は︑年額一万円以上とする︒
３名誉会員および特別会員は会費を徴収しない︒
４会費は毎年四月末までに郵便振替﹁東京九︲九○○二四番︑連句懇
話会﹂宛振込むものとする︒

付ける︒

七︑会計１本会の会計年度は毎年一月一日より十二月三十一日までとする︒
２本会運営のため随時協力金︵一口千円︑口数無制限︶の醗出を受

’

星野石雀

師系･野村牛耳連絡先152江戸
川区東小岩6‑33‑12秀和レジデ
ンス611星野石雀(03 658‑6711）
会 員6名
理沙 連句会

師系･清水瓢左

土屋実郎
連絡先233横浜

市港南区上永谷3‑20‑34士冨実
郎(()45‑843‑8059)会員11名
落柿舎連句会
奥西

保

連絡先616京都市右京区嵯峨小
倉山落柿舎(0758811953)会員
9

名

連句 愛好会
ＦＪ■﹄

柴崎正寿郎
連絡先241横浜市旭区若葉台4

704柴崎正壽郡(045‑922‑2851)
会員30名
連句 会「Za」
狩野康子
連絡先980仙台市双葉ケ丘25

12狩野康子(0222271‑0005)会
巨

貝

9名

連

句師絡本名

かつらぎ

岡本春人

系･岡本松浜･阿波野青畝連
先663西宮市二見町14‑231岡
舂人(0798‑676051)会員300

連句 研究会

阿片瓢郎
師系･松根東洋城 ･野村喜舟連

絡先352新座市石神1‑5‑9阿片瓢

郎(042脹涌一 8714)会員300名以
上
鹿吟舎

連絡先213川崎市宮前区土橋6−
15‑1‑A2[可泄 央歌(044‑855
8546）

若泉連句会
川田章夫

驍諦詩Ⅱ農蕊謬驚

一

‑8410)会員18名

ザ
−41−

/'

関川竹四

高藤馬山人

正風和気支部

桐山北天
師系・寺崎方堂連絡先70904
岡山県和気郡和気町衣笠171桐
山北天(086992‑0807)会員10名

師系･野村牛耳連絡先182冒駈連絡先()31八戸市湊町上の山55‑
市上石原2279川野蓼艸(0424‑

2関川竹四(017833‑3432)会員

85‑5480）

58名
みくまり

東京義仲寺連句会水分の会
眞鍋天魚

信州大学連句会
宮坂静生

師系・根津芦丈・東明雅連
絡先399‑65松本市寿台4‑5‑3宮

桃林会
岡田水都子

浅

宮崎明月女
師系・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(03‑984‑7906)会員40名

連絡先167杉並区南荻窪3‑199
大林杣平(03333‑4880)会員35
名
習志野連句会

埣啄会
森

はらい

かわ

祓

11 1

黒田耕三
師系･鈴木春山洞連絡先791松
山市新浜9‑25黒田耕三(089951
‑2889)会員9名
芭流朱連句会

鈴木春山洞
師系･松根東洋城連絡先791松
山市三津1‑3‑13鈴木春山洞
(0899‑51‑0064)会員52名
東松山連句会

鴇田秋甫

三郎

師系・石沢無腸連絡先369‑l2
埼玉県大里郡寄居町982森三郎
(0485‑81‑0077)会員10名

師系・根津芦丈・東明雅連絡
先390松本市筑摩東2419小出き
よみ(0263‑255136)会員11名

ぱるしゆ

都心連句会
清水瓢左・大林杣平
谷

寛〃︺

２
２

５

区

敷日
谷舂

京名
奴隷

会ｕ会
句先
連絡寛
春連敷

師系・岡本春人連絡先669‑13
三田市中町7‑39岡田水都子
（079562‑4110)会員11名

小出きよみ

連絡先177練馬区南田中5‑202
真鍋天魚而二997‑2548)会員7
名

坂静生(026357‑2461)会員40名
すみれ連句会

花野連句会

連絡先275習志野市実籾町280
鴇田秋甫1m7472‑6720)会員5
名

重松冬楊

師系・阿片瓢郎・永田黙泉連
絡先79102松山市平井町1508=
松冬楊(0899‑75‑1461)会員15名
ぴやくえん

染井の会
蒲

幾美

師系･中村俊定連絡先215川崎

市麻生区王禅寺767‑36蒲幾美
（045‑9558726)会員l1名

今泉準一
師系・上甲平谷・清水瓢左連
絡先272市川市平田323‑14浅野

黍穗(04万三76‑8196)会員24名

東

明雅

連絡先215川崎市麻生区高石1‑7
−5杉内徒司 Wn=954‑6()52)会員
55名
俳話寺芭蕉舎

多摩連句会

宮下太郎
師系･小笠原樹々連絡先206多
摩市一ノ宮250 17宮下太郎
(W23‑74‑7002)

想

絡先79101松山市溝辺町1009永
田黙泉(0899‑77‑0015)会員40名
猫蓑会

第六天連句会

、丹

南海放送学宛連句教室
永田黙泉
師系・星加帯木・富田狸通連

連絡先661尼崎市塚口町1 22‑1‑
207秋山正明(06‑421‑1606)会員
12名

(0563‑59‑8311)会員8名

マーケッ・ティング局(03544‐
5468)会員20名
東京義仲寺連句会芭蕉庵の会

師系･野村牛耳連絡先16睡野
区江古田4‑182杏花村塾(03
387‑2331)会員12名
岩崎利一
師系･阿片瓢郎連絡先1q4虫央一一
区銀座6‑94岩崎利‑(03‑57f
0319)会員5名
永田黙泉
師系・星加帯木・富田狸通連
絡先791‑01松山市溝辺町1009永
田黙泉(0899‑770015)会員15名
松山連句教室

松本

平山昭子

連絡先101中央区築地1‑11電通

風信子の会
村野夏生(わだとしお）

松山連句合

斎藤吾朗
師系・宮下太郎連絡先44402
西尾市上矢田町郷後28斎藤吾朗
芭蕉記念館連句会

電通連句会

橋
間石
師系･寺崎方堂連絡先654神戸
市須磨区潮見台32‑30佐野千遊
(078‑7310334)会員20名

松喜久会

窪田
薫
連絡先060札幌市中央区北6条
西23丁目窪田薫(011‑631‑4009)
会員30名
白桃連句会

秋山正明

白燕連句会

健

松永静雨

師系･宇咲冬男連絡先135江東‑呈師系･宇田零雨連絡先790松山
区白河l‑7‑18206松本健(03
市北藤原町66松永静雨(0899‑
641‑2529)会員20名
43‑8496)会員10名
八戸俳話倶楽部

−4o−

摩天楼連句会

市大谷口9816高橋微代(0488‑

(03951=8958)会員6名

85‑1668)会員10名

鴫立庵連句会
〈のいち連句会

義仲寺横浜戸塚連句会
八木荘一

連絡先245横浜市戸塚区深谷町
671八木荘 =TU45‑851‑1655)会

鈴木信孝

暉峻桐雨

師系･山路閖古連絡先25塑壼

連絡先101千代田区内神田2−12

川県中郡大磯町東町3‑10‑40鈴
木信孝(0463‑61‑0451)会員4名

−5内山回漕居方(03‑2522941)
会員8名

員17名

慈眼舎
興聖寺連句会

義仲寺連句会
師系･斎藤石嬰連絡先520大津
市馬場1 5‑12義仲寺(0775‑23
‑2811)会員15名

木の会

草間時彦

佐藤

0320)会員限定

会員5名

岐阜高校連句会

鈴木春山洞連絡先799‑11愛媛
県周桑郡小松町一本松今井新月
(0898‑72‑4661)会員7名

佐口修一

矢崎

藍

8462)会員8名
柴門連句会

木村葉山
渡部伸居

帥系・野村喜舟連絡先791‑02
松山市小野町15渡部伸居(0899‑

柿

師系･松根東洋城･野村喜舟連
絡先160新宿区高田馬場4‑3221
松岡六花女(03‑368‑0985）
蛇も蚊も連句会
小枝秀穗女

連絡先471豊田市水源町4−1
6矢崎藍会員7名

錦心会

(0582‑39‑0037)会員100名

徳永山冬子

師系松根東洋域謡片調．

ころも連句会

師系･各務鯵菟連絡先500岐阜
市元住町20佐口修‑(0582‑62‑

師系・各務支考連絡先501‑1l
岐阜市黒野古市場193国島十雨
渋

小松連句研究会

絡先711倉敷市児島阿津2‑11‑
31小寺古鏡(0864‑73‑0723)会員
7名

国島十雨

淳

連絡先963‑01郡山市三穗田町川
田字東2佐藤淳(0349‑45‑0218)

小寺古鏡

(03‑424‑8841)会員12名
獅子門

師系なし連絡先249逗子市桜
山8−5−28本井英 rU468‑73‑

師系.三好龍肝.叶山多迦夫連

師系･清水瓢左連絡先154世田
谷区下馬5‑35 3‑101三好龍肝

名

郡山連句会

きび連句会

三好龍肝

松永静雨
連絡先790松山市北藤原町6−6
松永静雨(0899‑43‑8496)会員6

師系･宇田零雨連絡先230横浜

市鶴見区寺谷1‑4‑4木村葦山
（045‑572‑2728)会員30名

75‑1532)会員10名

師系･中村俊定連絡先230横浜
市鶴見岸谷4‑25‑25岸谷ﾉ< 才す．
418小枝秀穂女(045‑583‑4080)
会員10名
秋紅雅友連

大野秋紅
連絡先446安城市里町荒井31大
野秋紅(0566‑97‑8083)会員9名
樹氷連句会

札幌かつらぎ連句会

句華苑吟社
吉本三蔓

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

茎

久保田一九
師系･岡本春人連絡先001札幌
市北区新川3条2‑3‑22久保田
一九(011‑644‑5420)会員6名

宇田零雨

渡部伸居

螺繍涛鴬濯辮難鯏擬靭襲麗
321‑0420)会員300名

師系･根津芦丈連絡先248鎌倉
市七里ケ浜東2‑26‑4清水瓢左
(0467‑31‑5704)会員16名
風

三冊子研究会

寺岡情雨
師系･宇田零雨連絡先790松山
市此花町6‑15寺岡情雨(0899‑

湘南吟社
清水瓢左

三如会

草茎松山支部

犬島正一

連絡先939富山市西中野町41犬
島正一(0764‑213494)会員5名

宇和川匠助
師系･寺田寅彦連絡先780高知
市福井東町23‑11宇和川匠助
(0888‑72‑7081)会員15名

43‑0888)

正緬系寺崎方堂連絡先" 大

美濃豊月

市秋葉台35‑9正風発行所(0775‑
25‑9159)会員100名

正風大府支部
鹿の会

葛ケ谷会

阿片瓢郎
山地春眠子

師系･松根東洋城･野村喜舟連

睡幾程,薙謂蕊一驚纈蕊期)聖蝦

久野溪流

師系・寺崎方堂連絡先470‑O2
豊明市阿野町上納91‑6鈴置一花
（0562‑92‑4511)会員25名

/J
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全国連句グループ概況
①グループ名②代表者氏名③師系
④連絡先(住所・電話番号） ⑤会員数
｜市川俳話教室
市川俳話教室

藍の華連句会
白方筍子

師系・松根東洋城・野口里井・
鈴木春山洞連絡先791松山市
久万ノ台1165白方アキ(089922
‑0111)会員5名

｜

今泉宇涯
師系・藤井紫影・宇田零雨連
絡先272市川市市川1‑8‑1今泉ビ
ル(0473‑224214)会員25名

石渡蒼水

木村葉山
師系･宇田零雨連絡先107港区

赤坂48‑15紅仙ビル同人極03L

花泉会

馬嶋春樹
師系・伊藤月草連絡先350‑12

埼王県旦高田子武蔵台2178馬嶋

伊豆芭蕉堂連句会
青葉連句会

（五十音順）
市壬生川191‑7守口津夜子
(089864‑2634)会員7名

師系･斎藤石望連絡先414伊東
市弥生町3‑2石渡蒼水(0557‑37‑
1831)会員10名

4024121)会員9名
茨の会

春樹(04298‑2‑0134)会員50名
花扇会

来
拓夫
連絡先344春日部市大畑821奥平
方(0487‑36‑2350)会員5名

近松寿子

青葉城連句会

小野寺妙子
連絡先98O仙台市梅田町4‑28小
野寺妙子(0222‑33‑0693)会員7
名

連絡先567茨木市北春日丘2‑13‑
7近松寿子(0726‑23‑8817)会員
11名
おうじg

宇咲冬男
師系・藤井紫影・宇田零雨連
絡先114北区豊島4‑16‑34王子
ビュー･六一ﾗ7 ヴ403号(03927‑
1022)会員50名

阿波野胄畝
連絡先663西宮市上甲子園1丁
目5−6かつらぎ発行所(0798‑
41‑0837)

黄鐘連句会
あした連句会

かつらぎ

加藤三七子
師系･阿波野冑畝･岡本春人連 ｼ金石公民館俳話研究会
清水九璋
絡先676高砂市高砂町北本町
連絡先920‑03金沢市金石北1−
1189加藤三七子(07944‑2‑3908)
7‑21清水九璋(076267‑0619)
会員30名
会員29名
奥美濃連句会
水野

あしべ俳話塾

片山多迦夫
師系・清水瓢左連絡先66601
川西市御園町1‑3‑406号片山多
迦夫(0727‑58‑3198)会員6名

隆

連絡先501‑42岐阜県郡上郡八幡
町新町929おもだかや(05756‑5‑
3332)会員13名

金沢連句会

華庭

山本千佳

師系･岡本春人連絡先920金沢
市本多町1‑2‑33山本千佳会
員40名

香保里会
野口里井

梓川連句会

金井教子

師系・根津芦丈・宮坂静生連
絡先39017長野県南安竺郡梓川
村杏金井教子(0263783808)

師系･野村喜舟連絡先20唾久
留米市ひばりが丘団地28‑1金田
禾白(042461‑0603)会員7名

森
あらくさ連句会

草間時彦

師系なし連絡先249逗子萌逗
子2‑4‑5北沢義弘(0468ざ71‐

月鼠

連絡先43131浜松市半田町68森
月鼠(0534‑343711)会員40名

伴野溪水

蕊蝦螺欝鰯撰舟

‑5‑23伴野漢氷(03‑260‑6750)会

金子鳴陣

連絡先240憧涯壷保土ケ谷区神
戸町184金子鳴陣会員9名

森島香代子

市ヶ谷連句会

歌留蓑連句会

かすみ会

5393)会員限定

員10名

小松崎爽青

師系･大竹孤悠連絡先317日立
市本宮町2の7の25かびれ社
(0294‑21‑1341)会員19名

佳菊会

会員25名

i

かびれ連句会

連絡先616京都市右京区竜安寺
衣笠下町l森島香代子(075‑463
‑1534)会員6名

夏炉の会

高橋柿花

連絡先780高知市曙町l‑28‑35
高橋歯科内(0888‑440409)会員
20名

風の巷

守口津夜子
師系・松根東洋城・阿片瓢郎・

鈴木春山洞連絡先799‑13東予

義仲寺婦人連句会
高橋微代

師系･斎藤石嬰連絡先336浦和
〜
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句グループ
I

噸

口編集後記□
ハ忘れられた﹁体・用﹂Ｖ渋谷道氏の八﹁羽州新庄﹂のことＶ更に小林しげと氏

昭和六十二年九月十五日印刷

昭和六十二年版連句年鑑

昭和六十二年九月二十日発行

定価一︑五○○円

編集人代表今泉宇涯

印刷局朝陽会

電話○三九一三五五二六

九○○二四番︵連句懇話会︶宛

郵便振替で送金して下さい︒

★ご注文の方は東京九

印刷所川東京都北区蝋烏四ノニノ四

電話○四二四 七三 八七一四

連句懇話会

発行所湿埼玉県新座市石神一ノ五ノ九阿片方

」

・ここに連句年鑑昭和六十二年版を世に送ります︒まず︑評論で浅野黍穂氏の
の八今昔霞漫歩Ｖは︑いずれも造詣の深い高度の力作であり︑燈下親しむ一夜

します︒

に一作づっ熟読玩味すべき立派な文章である︒三氏に深甚なる謝意と敬意を表
・第五回連句懇話会賞一篇と佳作三篇が発表された⑳選考経過と共に予選・各
人各説抄一読に価する︒連句作品評価基準に対し稗益するところ多いことと思
︾︽ノ○

・作品欄は八一グループ︑一五九篇であり︑歌仙式が圧倒的に多いが︑ほかに

新形式も交え出花居待︑艀蛎二十四調世吉︑百韻︑ソネット︑二十韻
・今回も松村武雄常任幹事に一切を任せたが︑校正には小林梁岩田玲子両氏

非懐紙等々あるが︑今後の帰趨を注目したい︒

の助力を得た由︒ともに深謝の意を表します︒八今泉宇涯Ｖ
・今年は七月初めから猛暑つづきだったが︑初校のゲラを印刷所へ持参した日
は︑例の東京電力の発電がショート︵？︶したときで︑係の人と打ち合わせを
している最中に冷房が切れて閉口した︒

・校正といえば︑今回はその道のベテランでいらっしゃる小林さん︑岩田さん
にご協力を頂き︑ほんとうにありがたかった︒のみならず︑いろいろご教示を

得素人のわたくしには大いに勉強になった︒心よりお礼を申し上げたい︒な
お︑誤植など︑まだあるとすればその責は一切わたくしにあること︑いうまで
・年鑑も六冊目となり︑編集担当としてはマンネリズムの感を覆いがたい︒た

もない︒

とえば大所高所からの﹁連句時評﹂や肩のこらない座談会記事など︑次年版か
︒なお︑今回も外部著名人にエッセイの寄稿をお願いしたが︑筆者のご都合で

ら考えてゆきたい︒

取りやめになってしまい残念なことであった︒編集担当として読者の方がたに
八松村武雄Ｖ
お詫び申し上げる︒
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