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十二月の句

塩鮭を女抱きゆく田の日暮

皆川盤水

能登の内浦沿岸では︑春の北洋鮭鱒漁へ出る船に

若者が布団や日用品を積み︑港では大漁旗が海原に

消えるまで手を振って見送った︒船は七月に戻り︑

七月中に烏賊漁の北海道へ出航︒そして初冬の頃帰

航する︒その時船から大量の塩鮭が下ろされる︒暮

に︑この塩鮭を胸に抱き村中へ配るのは︑乗子と呼

ばれた若者の母親である︒﹁此の度息子が危険な北

洋漁から無事に帰り安堵しました︒息子の作った塩

鮭です﹂村人は若者の労苦を想い︑母親と共に帰郷

を喜んで︑雪の深い二月まで囲炉裏で焼くのだった︒

︵山崎郁子︶
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時の翼に乗って

悲しみは飛び去る︒
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主宰作品青松虫

副主宰作品法師蝉

風音集

続・万象と共に⑭冠水の関西空港と連絡橋

同人作品内海良太選

万象基金のご報告

同人作品の佳句．

その村⁝
残暑の旅

内海良太句集﹃青嶺﹄自選句鑑賞⑳

ぼろ市にぼろのごとくに疲れたり
茂吉忌の朝やバケツの薄氷・・・

小林愛子句集﹃辻楽師﹄自選句鑑賞⑳

嫁入りの銀屏の銀寂びにけり
海ゆかばと歌ひて終る墓参・
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圭月
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法師蝉
駅を出て
に

台風の前の風ある蔓の先
昼の暑さあとかたもなし衣被

上の秋色にはか橋わたる

︵副主宰︶

林愛子
小

ふ祭の夜
ほ

ふる里や砂丘を越えて鰯売り

風

法師蝉っひの住処を掃き清め
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川

相席で待たされてをり走り蕎麦

川

︵万象作品選者︶

初秋風飛高隆夫

天高し

︵絹築人︶

江見悦子

黒砂の浜にたためり秋の波
朝霧に始まる山の一日かな
八千草を浮きては沈む蜆蝶

夢二忌や揺るる真っ赤なイャリング

ビルの街重なり続く夜業の灯

︵同人会会災︶

澤宗正

榧の実や尼将軍の化粧井戸
せご
西郷どんの像へ献吟南洲忌
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点滴の終の一滴天高し
稲の秋

魂送海へ藁船流す子ら

こんこんと湧き出る水や震災忌

中村千久氏夫人を送る二句

芙蓉忌と呼ばん遂ひ逢はざりし人なれど

郷愁の募るばかりや稲の秋

﹁遂ひ逢はざりし人﹂は伊東静雄の詩句による︒

糸瓜忌やあした夕べのつくつくし

薄き日に薄く光れる穂草原

葛の花落ちて華やぐ山路かな

遠雷に応へて風の立ち上がる
猫跳んで蝶を抑へし秋の花圃

逝きにけり初秋風となり給ひ

柳

曾

風

︵顧問︶

福島せいぎ
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一口

炎となれり日照雨に白き曼珠沙華

︵顧問︶

矢切の渡舟帰燕の空の高々と
岸離る舟より賞づる野菊かな

新生姜ばりばり噛みてながらへる

ゞ

原田しずえ

秋蝶の黄のことさらや矢切土手

台風に飛びし瓦が地に刺さる

顧
問

矢切の渡舟

鰡ひとつ跳ばぬ江戸川秋高し

締切りはきのふでありし糸瓜の忌

へ

浮灯台波に隠るる厄日かな

矢切てふ対岸もやふ秋彼岸

秋めくや閉ぢし鴨場の覗き窓

新涼や大柵の影ことに濃き

影涼し煉瓦造りの美術館

石垣をつかんでゐたり蝉の殻

原爆忌過ぎ多摩川の荒々し
潮入の池の濁りを海鵜かな

内藤恵子

釣舟の押し分けて行く布袋草

噸
問

山田春生新涼

伊藤左千夫親しむ渡舟天高し

衣被

女湯のこゑにぎやかな夢二の忌
高幡不動尊

旗あげの松の枝はる天高し
稲光りむさし野の空ほしいまま
大和路の霧より現るる通ひ巫女

荒凡夫兜太恋しや柿の秋
米寿まであと二歳や衣被

へ

続・万象と共に⑳

冠水の関西空港と連絡橋

内海良太

台風はもうたくさんといいたくなる年だった︒

全国区の﹁万象﹂の同人︑会員の皆さんには︑日本列島の天災地変にはいつも関わる破目

９月初旬の創号︑月末の塑号は風速印メート超の猛烈な台風だった︒ｎ月初旬に弱号が追
いかけてきて又︑沖縄や九州北部が荒らされた︒

になる︒まさに日本列島という恐竜の背中の上で生活している感じだ︒

北海道の地震災害は復旧が進んでいるものの︑復旧できないものが多く大変︒台風の通り
道の沖縄のみなさんや︑室戸の安岡みさきさん︑福島せいぎさんらの徳島勢はこの時期はい
つも大変な思いをされているようだ︒

この創号台風では︑関西空港のある程度の浸水は予測できたものの︑陸地と空港島を結ぶ
連絡橋へのタンカー衝突は想定外だったろう︒空港がⅣ日間も閉鎖されたので︑関西経済に

関西空港に通勤した経験から︑晴天の連絡橋からの青い海原の景色には︑いつも清清した

は大打撃と大きく報じられていた︒

気分になったし︑毎朝６時︑泉佐野漁港から出漁する勇壮な船団からはパワーを貰った︒
連絡橋の東側にはなだらかな和泉山脈︑この山並の奥に金剛山︑葛城山︑二上山が連なる

と思うと休日が待ち遠しかった︒北の大阪湾越しには六甲山︒阪神淡路大震災の時︑東灘区
あたりから上がる黒煙は悲しかった︒連絡橋からは色々なものが見えた︒

難波から空港への南海電車の沿線に﹁住吉神社﹂が鎮座する︒海の安全を守る神様だ︒昔
は住吉明神といったらしい︒元禄７年には芭蕉も参詣している︒

﹃土佐日記﹂の紀貫之一行の船がこの辺りでシヶに遭遇︒船頭は﹁ここの明神は何か欲しい

ものがあると海を荒れさせるのが常﹂という︒貫之が船頭のいうとおり貴重な﹁鏡﹂を海の
明神に差し出すと︑あら不思議︑海の荒れはぴたりおさまった︒
この住吉明神は今でも御座す筈である︒心しておかないと︒
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同人作

邑やｒ巴

Ｚ弓

口叩

内海良太選

○は佳句に選ばれました︒

札幌松原智津子

Ｏ末世かな大停電に稲光

余震来る窓辺に萩の走り咲き

えぞ松の気力衰ふ厄日後
地震疲れ旅にて癒す鰯雲

面差しは秋思フジタの白き裸婦

札幌岡本敬子

欣一先生に︿天の川住のごとく見て眠る﹀の句あれば

地震の夜の銀漢縦に見て目覚む
而狩・以川望剛

道波打つ停電の空うろこ雲

荻すすき海へなだるる厚田村
野分あと大石狩川は深にごり

枯れに向く集落ごとに漁夫の墓

札幌演谷和代

岩棚は朱のひと色蝦夷くわんざう

這松の緑深まる夏の果

青色に織りなす潮目晩夏光

山小屋の梁の湿りや夏の果て

炊き出しの長蛇の列や赤とんぼ

札幌大内和憲

給水車に長き行列そぞろ雲
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一灯に集ひて地震の茸飯

ななかまど濃き夕ぐれの時雨坂

ムックリの音秋光の丸木舟

江別佐藤

月光に打たせありけり草ロール
豆にほに午後の甥りのにはかなる

蝦夷松のあまた根こそぎ野分過ぐ

秋刀魚さんま刺身塩焼酒極上

乳首さがす仔牛の群れて牧の秋

緋の卍の大師のぼりや雪迎へ

地震の夜の確かなひかりカシオペア

光濃し木橦の花のひとつづっ
牧草ロール丘に点々白露なる

とんばうや余震の朝の厨へと

赤き実の四つ増えたりななかまど
苫小牧林

札幌紅露恵子

○魚群れてまあるく群れて水の秋

秋声や地震に沈みし森の声

陽子
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どこまでもポプラまっすぐ天高し

秋夕焼片向く納屋へ余震なほ

野分雲すずかけの葉の鳴りはじむ
何時の間に紅葉し初むる地震の山

札幌玉田瑞穂

廃屋に干草の香の甘さかな
草刈鎌置かれて久し馬の墓

羊鳴く秋野に子等の市がたつ

鮭を突くアイヌの鋪や千歳川

風折れの桜の枝の薄紅葉

身に入むや地震に倒れし墓あまた

停電のらふそく明り夜長し

稲光激しき夜半の震度七

稗小牧落合 裕子

海鳴りや身を埋めつくす荻葎

星飛ぶや百人浜の海難碑
銀漢のはるかに満つる地震の闇

札幌大内マキ子

馬柵しめり今日いくたびの霧笛かな

みやげ屋の幟そのまま夏惜しむ
秋の日の山うすうすと重ね合ひ

哲

湯沢小松

和子

郎
男

鬼蜘蛛の銀の囲を引く夕間暮
紫蘇の実の匂ひ身につけ妻帰る

毬焼けば混りし栗の跳ぬる音
﹁浜辺の歌﹂の成田為三忌

為三忌永久に白波返す浜
○六尺の紫苑に光る雨の粒

上山森
足湯して月待坂のつくつくし
走り根やまづは蹴散らす毒茸
○ぬめぬめと両手に掬ふ初滑子
山畑は原野となりぬ蔦かづら
父母亡くて吾子逝きてなほ紫苑咲く

日の色を解き放つくし彼岸花

新潟佐藤

Ｏ蓮の花瓢湖は浄土となりゐたり

秋澄むや敬老会の招待状
生き延びて過去振り向けば虫時雨

虫の夜や語り合ひたき妻は亡き

船頭の渋き舟唄秋澄めり

新潟佐藤雄二

魚臭濃き町を通れる秋旱

故郷に寝て一切放下虫時雨

秋惜しむ卓に放哉山頭火

陶土踏む女の素足秋澄めり

紫陽花や蔵に金銭出納簿

新潟高橋ひろ

山津波人の命も稔り田も

ちちろむし押し合ふやうに鳴くことよ

桜井の父子の献額秋深む

ひとつ見しのみのあきつに心足る
ジーンズを購うて呉れけり敬老日

諭されて納屋出てゆきぬ秋の蛇

新潟川村みよき

秋澄むや峰峰の壁木木の梢

土間の闇喪の鈴虫ふるはする

つづれさせ上り権の縁の下

蟷螂の高足立や古ベンチ

虹色の展望塔や空高し
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敏
三

はじけては児等のほほゑむ鳳仙花

芳鉦見目トキ子

八海山へ雷火一条深く立つ

南魚沼森山暁湖
ごろごろと西瓜残して蔓たぐる

廃業の牛舎ぐるりと蔦茂る

稲掛へ赤子抱くよに運びをり

風そよぐ夕川端の糸とんぼ
出来高を挨拶がはり豊の秋

暑き夜に目覚め眠気に逃げらるる

Ｏ爽籟や幹空洞の御神木
兼続の三人もゐる盆踊

山城跡色なき風の吹く日なり

佐野亀田やす子

宇都宮阿久津勝利
大夕焼利根川過る十五輌

赤松の幹に紛らふ秋の蜂

大根の芽のぱっちりと出揃へり

日暮まで野分の吃る遊水地

楠の香の能楽堂は秋しぐれ

花合歓の並木のどんと浅間山

色変へぬ松のしづくへ指伸ばす
亡き友の笑み浮かびくる酔芙蓉

波打ちて地平線まで豊の秋

萩の風夜明の空へ夫召され

秋高し万葉の山筒抜けに

湧水に触れんばかりや薄紅葉
曼殊沙華薇にきらきら雨の粒

佐野増田幸子

喪の庭に夜を通してちちろ鳴く

○山畑や膝の高さをあきつ群る

竹の春棹一本の渡し舟
芳賀大村かし子
出棺の夫を見送るきりぎりす

ロイド眼鏡の嗣治自画像素秋かな

佐野駒形祐右子

石榴の実見ずに黄泉へと旅立たれ

庭の隅形見の西瓜実りけり

秋の雲職く滝とっながれり
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曼珠沙華たんぼ一枚囲みたり

くんぱ

名水の吸水場日焼けの夫婦かな
蒲の穂のすっと伸びたる深き濠

珊乎のブランド米

賢治の忌﹁金色の風﹂炊きあがる

夏雲雀渡しに時刻表なくて

佐野芝宮留美子

虹消えて帰ったといふ幼かな

佐野加藤 季代

重陽の朝やはらかきちぎれ雲

辿仲大坪餓束先生

つつしみて慈顔を胸に景章忌

能楽堂に尾花の新穂見つけたり

爽やかや石筍二本育つ闇

足利大木茂

手折りても手折りても出づ曼珠沙華

向ひくる鯉の貫禄水の秋
蝸の声吸はれゆく弁天池
山風も川風もよし茗荷の子
一粒の葡萄におもふ山臓かな

明治期の白き学び舎秋高し

四方より素風の抜くる天守の間

佐野鍋島 広子

湧水の岩間に動く秋の蛇

Ｏ片腕を鴉が揺らす痩せ案山子

虫の闇庭の隅よりふくらみぬ

西南の役の弾痕石榴の実

大袈裟に褒められてをり敬老日

相席の客のせはしき秋扇

砂利を踏む足に衰へ厄日憂し

さいたま山本右近

秋蒔の三日三晩の発芽かな

洋館の三角屋根へ小鳥来る
シテ舞の衣擦れかすか秋灯

湧水地の屋敷の跡や藤袴
艶やかな白の傘もて毒茸

佐野阿部

山腹の弁天堂や秋高し
無患子の青き実沈む弁天池
病葉を腰まで浸かり掬ひたり
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元老の開きし那須野牧さやか
○朝戸繰る秋冷どっと家の内に

澄

入Ⅲ山口素基

Ｏ七夕や少女は古稀となりゐたり

志水中村千久
○病む人の見遣るは遠き秋の雲
新涼やひそやかに抓む妻の爪

秋めくや能絵を飾る盆の松

昼間とは違ふこゑにて虫時雨

妻逝くや青田黄色く熟るるころ

深吉野や鮎を開きて月に干す
鈴虫に鳴き休む刻ありにけり

酒々井竹澤竹里

処暑なれや母の匂ひの昆布煮る

秋の雲鏡のなかに流れける
雷鳴に押され御輿は本堂へ

さはやかに白雲木の青実かな
十団子見てより後の走り蕎麦

千蕊田中道江

遠雷や妻逝く空の澄みわたる
葬終へて初秋の風立ちにけり
晴るる日は小鳥となりてもどり来よ

所沢三好かほる

秋澄むやベニス港の夕汽笛

秋風や塔傾きし海の街
剥落の女神の像へ秋日濃し
サンマルコ広場をめぐる秋日傘
帰国してまづ炊き上ぐる栗の飯

千枚田田毎に掛くる稲架襖

門前に垂るる糸瓜を皆撫づる

芒原風さわさわと日を返す

その上に筑波嶺載せて稲架襖

所沢森岡恵子

湧き水の音のかそけき花野かな

瓢箪の括れをなぞる翁かな

佐倉内海保子

籾殻焼く楕火じわじわ山登る

菩薩像秋七草に囲まるる
材木の並び浮く木場秋燕
調剤を待つ間の長しちちろ鳴く

印旛沼の底が見えたる白露かな
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天平の古道紫苑の丈高く

女郎花薄墨色の遠筑波
銅鐸のやうな冬瓜転がれり
叢曼珠沙華
竹薮の中の

刈り残す水口の稲十株ほど

ペダル漕ぐ膝に跳び乗る蝿かな

良江

船 橋 大 坪 貞子

逝く秋の加賀の地酒はあるがまま
一杯のコーヒーゆっくり敬老日
蓮の実のぽつんと飛んで浄土の地

大内佐奈枝

暑気払ひ句座の顔ぶれそのままに

今日の日を大切に秋惜しみけり

佐介

墓洗ふうしる姿の母に似て

土塁よりえんま蟠蝉貌だせり

雷除けの傾き正す古柱

船橘山下

盆仕度燐寸は金烏印なる

廃屋の藁庇より烏瓜
田の神をけぶらす籾殻燃え渋り

奉納の踊り大塔巡りたり

しなやかに梅花藻なびく水の秋

佐倉三屋英俊

魂棚の裾に施餓鬼の仏棚

半枯れの蟷螂飛びつく竹箒

直立に蝿の首のぶ台風過

船橋大山 春 江

ばっさりと新涼の木となりにけり

行きまどふ経木の舟や魂送り
ショパン弾く奏者盲目秋の月
厄日かな眼鏡のつるのねぢ弛み
詠み散らす駄句のあれこれ獺祭忌

泥はねの辻の地蔵や夏の果

砂浜に玩具のシャベル夏終る

太雅

赤錆の金網抜くる稲雀

四街道

枯枝のごときななふし秋出水

刻まれし藁の匂ひや刈田道

潮風の棚田見下ろす案山子かな
秋の蜥蜴埴輪の口に消えにけり

奥
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一

船橋赤堀 洋子
川遊びあとのくぼみに稚魚の影

空襲の空のあかさや遠花火
供花にすぐ蜂のよりくる秋彼岸

○波たてずすすむ渡舟や水の秋
朝の田へ声透きとほる草ひばり

船橋久保村淑子

海へ向け大滑走路黙日和

残暑の日ロダンの像を容赦なし

秋干潟米搗蟹の砂団子
鰯雲干潟の波紋泥と砂

柏山本とく江

散りながらなほ色深む百日紅
台風一過近くなりたる月と星

さが

枝子

郁代
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爽籟や三百年の松の艶
法師蝉寺の奥なる男神

身に沁むや繭額にある姫の性

柏松原

新米を抱へてきたる身重の子

豆腐屋の跡地色付く柿大樹
仙人のごとく在すや疵飛蟷
花茗荷天変地異を鎮まする
青空を風にちぎるる野分雲

柏内田

参道に旅で売らるる衣被

竹の春松虫寺に姫の廟

松虫寺椎の実ぽつぽつ落つる音

三

大神輿の担ぎ手少な傾ぎ来る
満月やにはかに増ゆる蚊喰烏
風を呼び風に呼ばるる蘆の花

かうかうと満月映る畳かな
幽けき音して葛の花散る夕べ

大坪あき

ら
一

船橋

敬老といふ日に過る師の姿
小雨降る径あちこちの花芒
幾とせの君との別れ秋彼岸
夕月をふと仰ぎけり冬仕度

また独り秋の祝の誕生日

船橋片桐

新米や力士三役揃ひ踏み

帆

秋蝉やさざれ石積む姫の廟

柏古川京子

対岸の家並の近し秋の沼
早池節神社

舞殿を賞くる参道鬼やんま
河童さまへお化け胡瓜を山盛りに
師の句碑に苔うっすらと残暑なる

ホップ摘む遠野の空の高さかな
栗落つるままにまかせりでんでら野

流山沢辺たけし

蒲の花教会の鐘遠くより
初秋の一ノ倉沢あを深し
雨の粒いなごの貌に砕けたる
烏の影水面をすべる白露かな
鶏頭やアインシュタイン舌を出す

流山穂苅照子

目の合ひし蜻蛉に道をゆづりたる

秋燕大きく空を使ひたり
白桔梗雨の器となりにけり
竹林の奥の明るさ曼珠沙華
秋の蓮添水のごとく雨こぼす

浦安田中幹也

一と雨に香りを秘むる秋の草

虫の音や修司詩集を閉ぢをれば

鶏頭のひともと高き綾子の忌
草々のそよぎにまぎる虫の声

嘉りなき筑波嶺の空吾亦紅

東京谷田部栄

ほほ笑みも返事の一つ月の客

○鳴き出してより虫舗のやや重み

一笛に変る一文字天高し

大樫かぶさる家に帰省せり
夕ぐれの雀が鴫けり地蔵盆

屏風絵の曾良の背丸し暮の秋

東京須賀允子

句会へと急ぐ裏路地秋風鈴

色変へぬ松に珠なす雨雫

手話交はす二人よ秋の美術展

紬織る音に音なく桐一葉

芭蕉句碑に拓本の痕秋風裡
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東京降幡加代子
梯梧咲く銭塚地蔵のありし跡
京成線の車内で間けり蝿の声
帝釈天の庭蓮の響の首垂るる

回廊の下蝉の穴数多かな

雨の中謬しきや彼岸花

東京名和政代

船虫の逃げ足速し霧の朝
姥捨の踏切渡る月夜かな

新調の指靴下や敬老日
雨上り浜鴫群るる三番瀬
Ｏ色烏や江口の君の塚いづこ

花柄のロングスカート晩夏かな
きぬかつぎ節立つ指の母に似て

初風や赤子のおしやくりとめどなく

青銅の鼎に秋の雨しきり

ひさ

東京赤松 郁代

おしろいの花の風来るかくれんぼ
ひとしきり啼いてそれきり法師蝉

大毛蓼一気に竣ふ牛の舌

雨止むか夕かなかなの啼きはじむ

翅張って棚田の風に鬼やんま

東京島野

稲の花つづく筑波の裾野まで
大川に両手を合はす厄日かな

Ｄ団を見上げてをれば秋の雨

東京山本絢子

川風に逆ひてをり鬼やんま
霧の中足のみ見ゆる下山道

櫻紅葉にほふ渋澤資料館

傘のゆく桜もみぢの飛鳥山

神楽殿にけふは恋唄秋まつり

方丈を訪ぬる燈やしだれ萩

指先に秋の声き塾布を裁っ

うかうかと米寿となるや今朝の秋

東京佐藤 晴子

夫逝きし齢となりぬ遠花火
帝釈天の御堂の軋み秋の雨

東京藤田裕子

鮎を焼く匂ひも砂町銀座かな
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賀葉子

秋の蚊に刺され飛石踏み外す
○山の気を吸ひて色濃き沢桔梗
東京

小平吉村光子

夏休発想法を学びけり

種無しの葡萄進化と言ふくしや

台風の年々激し温暖化
心臓の弁に障りや秋簾

新生姜甘酢に放ち紅ほのか
脂増せし豚の蚊遣を仕舞ひけり

目ん玉をアクリルに替へ天高し

町田広瀬 俊雄

囲をつつき蜘蛛を励ます子規忌かな

電線を掴み通草の熟れ初むる

綾子忌の凸凹並ぶ曼珠沙華

金足農業間校

故郷の河台風の眼の辺り
夏空へ胸全開の校歌かな

町田吉中 愛 子

秋めきて饅頭石に猫ねまる

ならまちに紅絹の猿吊り秋うらら
Ｏ南円堂シャーシャと包む秋の蝉

極楽坊蝋涙残り地蔵盆

元興寺の天平瓦蓮は実に

立川疋田 華子

素麺の薬味に佳けれ実山椒

弘

秋茗荷黄色の透けて母の庭
金風や惚け蒲の穂舞ひ上げて

久留島規子

見付たる急須の欠けやそぞろ寒
東京

新涼の風に目覚むる朝かな
隙間より野分の風の吃りかな
掛け替へて藍濃きのれん白露なる

待つ夫にニッキ飴買ふ白露かな

中村

場所入りは四股名染め抜く秋単衣
東京

夏祓声よくとほる夜の祝詞
台風を過ごしひと日の家舗り
野の草の高きにふれて秋の蝶

苧殻折り足を揃へて瓜の馬

八朔や柄杓に受くる筧水

-19-

加

朝霧や赤いザックで蓮華岳

走り蕎麦喪服の膝をくづし合ひ

針穴に通らぬ糸や秋暑し

手拭の袋子の手に蟷捕

友の通夜秋夕焼の中を行く

留守電のまま逝かれけり雁渡し

子と来たる道後の旅や衣被
番屋うら生賛に跳ぬる囮鮎

横浜西本 才子

Ｏ一合の栗飯炊きてつつがなし
焼栗をぬっとさしだす中華街

東天に火星の炎星月夜

背梅小林 珠江

晩夏かな日に五度回す洗濯機
置きざりの砥石蹄入る残暑かな

秋茄子風の変りて紺絞まる

昭
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横浜川越

子

子

葡萄洗ふ水八方にきらめけり
コスモスのあまたを供華に剪り添へし

文旦のすずなる玉の青さかな
又蛇に会へる散歩の道ふさぐ

垂れ萩石垣高き角の家

秋岳

秋めくや友を見舞ひし帰り道

残暑かな新しくなる風呂の蓋

械浜仲山

災害に備ふる店や秋近し

ビンゴかな索麺当る敬老日

椣浜久松

ゆく道に太き幹もつ花水木
境内に傾ぎし椅子や秋彼岸
秋めくや椅子にもたれしホームレス

山行きを共にせし友逝きにけり

横浜榎本 文代

ひと雨のあとの日の照り秋茄子
落ちてなほ芙蓉は紅を深めたる

団子虫はじきとばすや朝の雷

母の忌や盆東風に乘る遠嚇子
足の爪切ってもらひぬ敬老日
八月や亡夫はじめて夢に逢ふ

蒟蒻の茎の斑の濃き厄日かな

和

槙浜

寺沢千都子
横浜

坂多き町鰯

道の辺に忽とあらはる彼岸花

紙切のごと生垣に秋の蝶

空青き爆心の地や花カンナ

戦争を知る人わづか衣被

盛りとて末枯るる色や藤袴

まだ少しまん丸でなき月の出る

川崎山口千代子

秋の日や撫でて手ばなす愛読書

針の目に糸すぐ通り秋澄めり
暮れどきの鐘楼に鳴くちつち蝉
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夜半よりやつと顔見す満月よ

お月見の翌日大き秋の雷
爽やかに風渡り来る青畳

田

雲

清爾

÷O今

横浜大橋 雅子

白き橋架かる入江や秋の雨
雨の来て露草色を深めけり

Ｏ遮光器土偶の小さき乳房秋暑し

八月や魚の栖の零戦機

厳倉恒川

畳屋の肘より機械に秋日和

雅子

部活終へ薄暮の校庭赤カンナ

三浦氏の主從の墓や葉鶏頭

横浜福田

鱗光る地物の鰯三杯酢
︽珍酎かＬ︸

登高や天へ乱舞の火焔土器
花カンナ窓開け放つ浜電車
菜種蒔く先は相模の蒼き海

浪太てふ筑紫の果てや終戦日
疎開地に父迎へに来カンカン帽
あの頃はいつも厨にふかしいも

街に聴くふるさとなまり秋の声

海近しまだ父だけの墓洗ふ

虫すだく闇立ち上がり紅き星

逗子卯辰

代用食の筆頭格にさつまいも

文学館の通りの銀杏蕊す

横浜田賀楳恵

青空の日毎に探し秋彼岸

美

は

丹波焼の古りし菊皿衣被

蝉しぐれに明けて暮るるや太陽の郷

秋の雨時間たっぷり投句済む

林道に太き閂葛の花

放たれて山羊のむさぼる葛の花

伊勢原佐藤和子

秋の蚊に眉間を刺さる参観日
松ぼくりにつまづく朝や二百十日

検鎮賀武井美代子
花ふきん掛けある策の衣被
桔梗や今朝浅間嶺をまのあたり

身をつつむ山の冷気や濃龍胆
夫婦とも一病かかへとろろ汁
鹿の声尾瀬に夕闇せまり来る

露踏みてゆく堀辰雄記念館
目に馴れてよりの起伏や毒茸

仕舞舞ふ足袋より汗の惨みけり

松本中條今日子

Ｏ山国やこだま返しの威し銃
五分とはあらぬ渡しや鰯雲

横菰澱織田みさゑ

秋晴や神おはすかと富士の嶺
上州の七つトンネル越えて秋
一本に十五咲きをり山の百合

今朝秋の硯の乾き早かりし
前触れの太鼓のリズム宵宮かな

秋探しロビーに響くオルゴール

灯火親し賢治の本に母のルビ

静岡大村峰子

文字摺草好みし夫の忌を修す

碧空を掴みそこねし凌霄花
雨音の何時か風音石蕗の花

Ｏ吊橋の切り張りの板赤蜻蛉
台風過湖の底まで青きかな

鱗雲広ごる峡の丸き空

糸瓜忌や少し欠けたる月かうかう
Ｏ雑草にも秋の日差しのねんごろに

がちゃがちゃのリズム全くこだはらず

茅ヶ崎三澤治子

一本の草にも影や秋日濃し
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静岡曽根満
色恋に夏の講義の時を割く
広島忌海へ向かって雷走る
どんみりとして列島の敗戦日

秋燕へ日ごと深まる湖の藍
さやけしや庭に兎を放し飼ひ

菊日和米寿を子らに囲まれて

賜りし栗で飯炊く綾子の忌

○水引の朱の一筋を供花に添へ
爽やかに床を嶋らせり鬼剣舞

静岡宮崎知恵美

診察を待つ玄関の白い靴

小雨降るダム湖へ映る揚花火

点滴の眼の追へる帰燕かな

○夜の秋星をつなげば三角に

万灯を潜る子供や終戦日

静岡藤原千代子

松笠をバットで飛ばし休暇果つ

蝉の来て厨の窓に一日啼く

眼の手術して帰りけり紅芙蓉

静岡宮崎みゆき

子を負いて移住の一家運動会
しんがりを蜻蛉が追へり百足走

客席に恩師の顔や村歌舞伎

鹿の群星の夜渡る開拓地

南瓜切る母の包丁本気めく

魂送り二重の虹が目の前に

Ｏ木の箱を椅子に案山子の休みたる

静岡海野勲

台風やリハビリペダル踏む夕べ

柚子の絵の伊万里に少し衣被

草は実に綾子の細き指輪かな

で典虫の句碑をなぞりて秋の風

丹波・綾子唯家を肋ね宝句

綾子の柿未だ青きよ丹波郷

肺岡荻野加壽子

霧流るダム湖の村の見え隠れ
山椒の実匂ひこぼしつ摘む鰡
木の洞を出づる小流れ水澄めり

静岡海野みち子

束の間の晴を待ちゐて大根蒔く
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鏡台の鏡の端の秋暑かな
捨てがたき手紙檸檬を厚切りに

静岡長島

手の平の山繭軽しうすみどり

天心の月を離れぬ星一つ
初尾花振りて渡しの客となる
夕暮に採りしトマトの日のぬくみ

おしいつく終バスに友見送れり

静岡小川

明美

静岡大長文昭

新涼や使ひ慣れたる夫婦箸

さやけしや縄文土偶のパンタロン

女郎花蟻一匹に揺らぎをり

米榧を味噌桶を跳びかまどうま

寅さんの俳句字余りちんちろりん

除岡加山ひさ子

釘箱に新しき釘鰯雲

ぞろぞろと歩く牧牛天高し

落柿舎の机墨色吾亦紅

胸張りて朝の牛乳小鳥来る

ちりちりと戸板に乾ぶ唐辛子

浦士神田美穂子

富士の水汲むや梅花藻咲く寺に

人柱の土手と呼ばれて八重葎

川風にをどりの火照り冷ましけり

新蕎麦や水の匂ひを近くして

月に酌む女ばかりの旅三日

術山若島久清

毛刈り済む羊木蔭にいとけなし
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蝉時雨浴ぶる工夫の小昼かな
○蝉穴を出でてあっさり殻を脱ぐ

空蝉の空へ空へと列なせり

くじ引くや一等賞の甲虫
短冊に空飛びたいと星今宵

静岡藤本 節子

八月の浜や芥に異国文字
風荒き礼文の丘の花野かな
○羅はじまる秋果の艶の溢れたり

地獄耳の婆軒先の唐辛子
空っぽの胃の腋ほつこり冬瓜汁

操

木地師今日一枚の早稲刈りゐたり

風の紘三句

旅人も三味の音に酔ふ夜長かな

献血車へ一人の男涼新た

和子

新保ふじ子

綾子忌の近づく丹波栗太り
青垣山越ゆる秋燕見送れり

槙垣の実の瑠璃色に綾子生家

星あまた見てきて囲む秋の炉辺

沖に向く大松明や迎へ盆

金 沢 中 條 睦子

竜田姫北の大地に地震振りぬ
わたつみの八重の白波鷹渡る

天草干す万葉の海まつ平ら
耶蘇谷に三伏の風沈みけり
紺屋町大工町とや地虫鳴く

金沢井村

初紅葉夕日の中を飛ぶからす

加賀しずくてふ梨うまし麦の秋

金鍔の柚あんうまし青葉風

立秋やヤクルトを飲み今日の幸

走り根の立秋の風そよそよと

金沢

新と旧織りまぜ風の盆踊り
踊りの輪ふくれ町中手狭なる

成瀬真紀子

大水に削がるる士堤に曼珠沙華
射水

朝顔の雨閉ぢ込めてしぼみけり
父の忌を終へ鳴き替はる秋の蝉

唐崎松縛る大綱台風来
酔芙蓉一夜踊りし笠はづす
いちじく食ぶ子ら石塀に足垂らし

金沢岸川素粒子

物忌みの口碑あまたや半夏生
雷の夜の独酌独語洩らしつつ

三伏や渡り切れざる青信号
万緑の芯の暗さに居て涼し
Ｏ引返す蟻一匹の強き意志

金沢田村 愛子

椴邨の坐りし木の根色烏来
身に入むやほころぶ千代の網代笠

○木の実降る陶祖の宮に祐久碑
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○色変へぬ松をくぐりて浮御堂

金沢高田たみ子

踏みつぶす靴の踵や秋暑し

秋澄むや鉛瓦の白まぶし

金沢今越みち子

輪になって小昼やとんぼとまらせて

百歳の姑の笑みや新松子

金沢後藤桂子

栃の実干す白峰村の饅頭屋

Ｏ白山の見ゆる日和や栃の実拾ふ
家系図に見入りてゐたりちちろ虫

古窯跡薄荷の花の盛りをり
夫の名の遺る定規や秋深む

金沢佐野和子

蓑虫の安住したる墓石かな

師の墓へ色なき風にいざなはれ

Ｏ一品はいひだこ能登の秋祭
長の家御旅所となる秋日和
奉納踊り終り平伏す猿田彦
五箇山の道サルビアに彩られ

平家村向きの様様稲架襖

金沢伊川玉子

濯ぎ物とりこみをれぱ雁のこゑ

雁や夕日は海に近くなり
鉄舟の襖字ゆゆし山の寺
オイエッサ掛け声高く在祭
豊年や地を擦り踊る猿田彦

秋桜風の譜奏で揺れ通し

郡郷や桐の箪笥に母のもの
鬼の子の糸一本の自由かな

すぐそこと言ふ道遠し法師蝉

十五夜の屋根に幼の歯を拠ふる

金沢伊藤美音子

カンツォーネもれ来る茶房涼新た

蒼天へ喜悦のこゑの帰燕かな

橋立の一里の松の影さやか

金沢豊田高子

師を偲び話つきせぬ十三夜
草稿の削りて足して妬矧鳴く

防塁の石の百態けら鳴けり
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松に風廻旋橋を秋日傘

ニタ七日供花の鶏頭種零す

秋袷叔母の好みの濃紫

敦賀石田野武男

銀漢や伊根の舟屋は闇の底

鰯雲定置網引く伊根浦曲

ちちろ鳴き引き緊りたる砂の渦

敦賀

山本みゆき

麓潮

濃組ま落開
刈射掘
しむすすぐ本るする

朝露や牛の乳房に血筋立つ

狗を縁

ひよどりの錆び声つづく自刃の碑

岐変火師の

金沢松井佐枝子

水澄めり木の根橋てふ大檸
綾子師をうつせし鏡露けしや

霧襖はれて丹波の山あふぐ

士心

天朱仏

ユーカリの木肌あらはに台風禍

瓜坊の罠を逃れて風の道

新涼の水かき上ぐる水車小屋

讃色花法稲

湾口に神祀る島海猫残る
百坪に漁網の乾く浜の秋
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秋水の雫きららか堅豆腐
鶏足寺畑に真っ赤な鷹の爪

内灘塩井

若沖の筆勢に触れ夏旺ん
灼けゐたり千石船の錆碇
海難の先祖の記録風入れす
帰燕かと朝空仰ぐ綾子の忌
辻へ来て阿畔の呼吸山車廻す

七尾谷渡 末枝

水漬田を鎌音鈍く手刈かな
田休みや硬き爪切る秋の雨
あまりにも軽き枢や萩の庭

津

敦劉倉谷 紫 龍
徹の香の臭ふ千代尼の頭蛇袋

緑蔭や捷毛の美しき観世音

新涼や伏見運河の十石舟
親鴬の遠流の岩屋夕かなかな

倉谷ます美

秋の水引きて東司の不浄仏
敦賀

Ｏ夏布団きちんと畳み帰国せり

処暑の葬終へてはづせり黒真珠
遺骨抱く蔭ひとつなき日の盛り

盆の寺ふらりと来るパリ娘
大皿にはみ出す餃子秋暑し

徳烏村上和義

童謡歌流るる小径秋高し

−28−

女人浴ぶ六筋の滝や坊泊り

安岡みさき

帰りには手押し車の月見かな
俘虜住みし二つの山河鳥渡る
霊山は雲湧くところ神の留守
曼珠沙華外人墓地を明るくす

室戸

峰

台風裡マストひしめく船溜り
新参僧小鉤はづれし孟蘭盆会

天の川土偶の眠る里へ降る
ビーナスと呼ぱるる仏露ひかる

時化逃げのちちろ厨で鳴き通す

台風来縄で括らる恵比寿様

忠霊塔鉄扉ひらきて孟蘭盆会

戸袋の歪みて孕む野分風

敦賀霜田 勝子

新涼や手の平に切る堅豆腐

停電のスマホ明かりの夜の長し

日本一旨き鮎の背覗く橋

商知仙頭

曾良過ぎし道に華やぐ女郎花

士ロ

本山の年忌の膳や菊づくし
秋気澄む禅定道を駆け抜けり

徳恥福島

屋根修理鎧板かざす今朝の秋

宗

木に枝も地に草もなし台風禍
Ｏ紀氏の碑の岩まで野分芥かな
美

帰省子の驚く土佐の星の数

谷添ひに走るトロッコ涼新た

星飛んで島に漁るきじむなあ

いなづまや昼餉混み合ふ島の宿

那覇當間

甕酒を寝かす月日や十三夜
剛邪逝く

故郷をしみじみ偲ぶ虫の野路
鷹渡る点となるまで舞ひ上がり

追悼の頭をあきつ群れゐたり

跳び難の乗ってさゆれの木っ端かな

那珊前田貴美子

便りなき日数弾くる実月桃
盆満月御嶽は風を放ちたる

秋の水稚魚に胡麻粒ほどの影

シズ
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秋蝉や福木並木の影深く

御願所へ木の実草の実吹溜る

秋つばめ水牛の名はしんじろう

冷まじや牙の欠けたる鬼瓦
赤き実と並び月桃花咲けり

石棺の二頭の獅子も秋寂びぬ

ようどれ航翼句

宜野湾呉屋 菜々
城吐への道の明るし三段花

夕星へ三線揃ふ村芝居

原潜の波止を眼下に秋日傘

バス曲る路地の干網九年母の実

水澄める村井へ嫁の泣かせ坂

花だちゆらうつむいて咲く旅疲れ

那珊中本

穂草引く沖には常の巡視艇
○大豆干す太平洋を眼前に

那覇大湾宗弘

異議なしの拍手ぱらぱら秋暑し
派堅肪吟行

秋うらら津堅久高は平らかに

白昼や甘蕨の葉裏の釜蜘
陸寄居虫ぞろり項の残暑かな

崩落の煉瓦灯台草は実に
夕しほや固くてあをき阿檀の実

那珊比嘉半升

実福木の色づく御嶽石畳
道の辺の祠小さく昼の虫

清

金髪の青年吹かる芒原
征野湾いぶすき幸
神垣や形さまざまに瓢の笛
友恋ふる歌故郷の赤とんぼ
遠く来てむなし頼みの墓洗ふ
亡父知る人と語りぬ三日の月

葛の花夜は神のみの離れ島

敬老日寿ぐ窓の豪雨かな

来年の同人会総会︵予告︶

日時叩平成三十一年四月十六日︵火︶

場所如航空会館︵東京都港区新橋︶

日程如午前吟行会

午後総会︑句会︑懇親会

同人の皆様の奮ってのご参加をお待ちしています︒

万象基金のご報告

︵平成訓年６月帥︑〜８月鋤

ています︒受付順・敬称略︶

日現在︒Ⅲ月号掲載分と前後し

ご協力に感謝申し上げます︒

﹁万象﹂発展のため︑大切

に使わせて頂きます︒

万象俳句会
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西原宮城勉

泥水に象のぬたうっ残暑かな
Ｏ城の朱のいよよさやけし狐雨

空澄むや築百年の赤瓦

大久保義和

口口口口口口口

樹の虚に風音こもる厄日かな

水櫛で了ふる身支度敬老日

潮騒に釣瓶落しの珊瑚浜
蝋見城渡真利真澄

匿名
匿名
匿名
水上依乃
匿名

南雲秀子

五一

・

蛭木根にカヌーの波のひたひたと

木道に風の死す刻ひるぎ林
○水牛舎の梁を根城に稲雀
水牛てふ暑の塊のミスト浴ぶ

三線の調律洩るる白露かな

○五五○○四五

要職侭戦鱗壗⁝⁝⁝：俶
内海良太︾

鰕§⁝！＃＃＃；⁝；！＃＃⁝＃５⁝臘蝿

鐸

雲

泌霊

虫が鳴いたからといって範が重くなるわけでもないのに︑

作者はまじめに重くなったと感じた︒詩的な感覚である︒

寵の中の螢が光れば︑これも又重く感じるに違いない︒感

覚をフルに動員してできた句︒

南円堂シャーシャと包む秋の蝉疋田華子

南円堂は奈良興福寺の南西側に建つ︒近年の改修作業を終

の地に秋の蝉が力一杯シャーシャと鳴くのが面白い︒蝉の声

えて今日は一般に公開されている︒摂関家の氏寺信仰の中心

末世かな大停電に稲光松原智津子
北海道胆振東部の地震にはおどろいた︒札幌市全域が停電

作者の生活圏にある吊橋︒損傷のある度に適当な板で補修

吊橋の切り張りの板赤蜻蛉大村峰子

につつまれる南円堂︑雅俗の取り合わせが妙だ︒

と聞いて︑かって近郊の山から市内を見渡した景が頭をよぎ
った︒全て電力に頼っている現代︑停電は命とりである︒
街の上を何本も走る稲光は末世の感が確かにして︑どうし

でていてリアル︒赤とんぼが山から下り︑鄙びた山村もすっ

している︒パッチをあてたような板きれに生活感と即物感が

ていいか分からなくなる︒市民を代表しての感慨︒

諭されて納屋出てゆきぬ秋の蛇高橋ひろ

きちんと擬んだ夏布団︑さわやかな朝の空気が流れている︒

挨拶をしたことだろう︒布団の生活もいい体験になった︒

外国人が︑いよいよ帰国する日が来た︒畳に正座して帰国の

福島さんの万福寺で仏教や日本の生活文化を勉強していた

夏布団きちんと畳み帰国せり福島吉美

営みに対する感動に変わっていく︒

さり﹂脱皮がおわったのである︒意外な感じが後に︑生命の

が穴から出てくる︑固唾を呑んで見ていると意外にも﹁あっ

蝉の脱皮を観察したのだろう︒夜の明け切らぬ時間帯に蝉

蝉穴を出でてあっさり殻を脱ぐ小川明美

かり秋めいてきた︒

蛇を諭しているのは勿論作者のひろさん︒夏の間︑納屋の
にしておいた︒﹁蛇穴に﹂の季節になってきたので︑﹁さあ︑

辺りで見かけた蛇︑別に悪さをするわけでも無いので追わず

である︒読む者に情景がありありと伝わる︒

おまえはそろそろ穴にお帰り﹂と蛇と会話の出来るひろさん

七夕や少女は古稀となりゐたり山口素基
よく分かる句である︒かって故郷で七夕の時には一緒に遊
メージは失っていないと眩しく見ている作者がある︒

んだ年上の少女が今や古稀を迎えたという︒少女時代のイ
そういう作者も古稀に近い年になってきたが︑故郷に帰る
と少年に戻った気分になる︒

鳴き出してより虫寵のやや重み谷田部栄
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てありぬ石香炉
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に向く睡蓮池のよどみかな

青芭蕉村は隈なく日の溢れ

聖燭の炎の揺らぐ
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扇

雲

サ
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に
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に
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１
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一

ｊ

陽鯵︲血

ートル下った所にあるのに︑

その村は︑車が激しく往
来する道路から僅か数十メ

一歩その村に入ると︑車の

見当たらないのであった︒

音はおろか︑人っ子ひとり

かりの明るさで︑家々は濃

真夏の強い日差しが眩いば

村の入口付近に小さなカ

い影を落としていた︒

トリック教会があり︑折し

も朝のミサが行われていて︑

異国の神父とベールで顔を
覆った信者たちが静かに祈

は拝所があって︑睡蓮池の

りを捧げていた︒村の奥に

水面は微動だにしなかった︒
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疋田華子

は葛城疋田てふ

一﹂

言主の神の杜
須と大黒天

比

か

露

猿屋根に秋日濃し

茶羅夕

秋暑し鷺のはばたく疋田ヶ池
げり
萩の風智光

恵

に

一一一

ﾉレ

ならまちの
竺而ｕ恥

一向脚︽

地

旅
に

曼

鳳仙花
じ薬の匂ふ
霧ふかく神のまどろむ春日山
隣る薄紅葉
うて残暑の旅終る
円墳のホ
陀羅尼助

テ

﹁岡

奈良県の地図に﹁疋田﹂

っそく現地へと向かった︒

という地名をみつけた︒さ

﹁疋田﹂の最寄りの駅﹁尺土﹂

に降りたてば田園地帯で︑

黒漆喰の家がまばらにあり︑

ている︒

その一角は新興住宅となっ

駅前の案内図によると長

い名前の神社があった︒そ

の神社は変哲もなかったが

一言主神社であると判読し

の謂れの資料を貰い︑﹁疋

た︒隣接の公民館にて地名

また︑仏たちを拝し︑古

田﹂の地を半日で巡った︒

都の路地歩きもした︒
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一

の
る

買

歌人斎藤茂吉の忌Ｈは二月二十五日︑春は名のみ雪国

茂吉忌の朝やバケツの薄氷

毎年十二月十五日︑十六日︑東京都世田谷区の世田谷

え込んだ澄み切った風景の中の小さ産バケツの中に薄氷

上山の寒さは厳しく︑氷点下の朝が続く︒きりきりと冷

ぼろ市にぼろのごとくに疲れたり

の句であろう︒正月用品や贋作らしき書画・骨董はじめ

かなかめ

春の気配︑期待までが伝わってくる︒

掲句からは︑作考の感じた級り詰めた冷気と︑微かな

が張っていたのだ︒

旧代官屋敷の門前を中心に開かれる﹁世田谷ぼろ市﹂で
紋付羽織や古着など約七百店ほどの露店が並んで賑わい︑
一日中見て歩いてもその面白さに飽きることがない︒

掲句は諜画・骨輩に人一倍知識と関心を持っておられ

茂吉は山形県南村山郡金瓶村︵現上山市金瓶︶に生まれ︑

ざんきち

る主宰にして︑一日中熱心に観て廻ったことと推察され

明治二十九年︑十四歳で上京する迄の多感な頃を︑三吉

を迎えてより︑大石田に移った︒此の地での生活に心と

述べる迄も無いが︑戦火厳しき折︑金瓶に疎開し︑終戦

やま

る︒そうした御自身のことを﹁ぼろのごとくに疲れたり﹂

山を仰ぐこの地で過ごす︒医業の傍ら︑その後の活躍は

一般的に﹁ぼろ市﹂の季語で句を詠まれると︑大方は

︵俵の蓋︶に腰をおろし︑鎧上川畔で歌を詠んだ︒茂吉

カンカン帽を被り︑爪子を履き︑バケツを携え︑桟俵
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と詠み上げている︒

脳物の書画がどうの︑古時計がどうの︑紋付羽織がとう
昨今一般的に笑いを含んだ﹁滑稽の句﹂が少ない︒俳

が〃極楽″と名付けた小さなブリキのバケツが茂吉記念

きんだわら

体を癒し︑昭和二十二年東京に戻る迄︑滞在した︒

句における滑稽は決してゲラゲラ笑わせることではなく

館︵上山市北町︶に展示されている︒尿瓶として使われ︑

つまど

のと︑付合せた類句が安易に詠まれる傾向は免れない︒

て本人は大真面目であること︒

大切に手入れされていた︒老境に入った茂吉の自然の中

その先にもっと洗練された微笑の残るものと思う︒そし
掲句は作者が意識して笑いを詠んでいるのでは無く︑

茂吉もさぞや驚いているだろうが︑幼い頃に眺めた三吉

現在の三吉山にはトンネルが貫通し︑高速道路が走り︑

での安らいだ日々の暮しが思われる︒

ところが面白い︒素直に詠まれた句は﹁単純﹂という力

山の頂は︑今も尖ったままである︒︵森和子︶

る上質な笑いを含んだ句︒更には殊さら技巧を用いない

真面目に詠んで︑読む側にクスリと笑いを感じさせられ

を見出すことが出来る︒︵谷田部栄︶

内海良太句集『青嶺』自選句鑑賞⑳

小林愛子句集『辻楽師』自選句鑑賞⑳

嫁入りの銀屏の銀寂びにけり
平成十七年四月号に万象作品選者の六句として掲載さ
れた内の一句︒

昨今は︑式場で婚礼を執り行う事があたり前となる御

海ゆかばと歌ひて終る墓参

私は戦後生まれだが︑﹁海ゆかば﹂の出だしは知ってい

る︒何故知っているのか︑多分子供の頃に見た戦争映画

で覚えたのだと思う︒この歌のことを調べてみたら︑歌

く屍山行かば草生す屍大君の辺にこそ死なめかへり見は

ら採られているとのこと︒歌詞の内容は︿海行かば水演

詞は意外にも﹃万葉集﹂に載っている大伴家持の長歌か

掲句は家で辮礼の儀式を挙げた時代のものと思う︒

せじ﹀と︑天皇に対するますらおの忠誠心を詠んでいる︒

時世である︒

新郎新婦双方の親戚縁者が列席出来るほどの広い御座

この詩に︑信時潔が昭和十二年に曲を付けたのが︑軍歌

として使われ広く諜及した︒しかしながら︑この歌︑曲

敷に︑嫁入りのために設えられた真あたらしい漆のかす
銀屏は︑新郎新婦の衣裳を︑よりあざやかに引き立て︑

いると︑荘重な中にも哀しさと空しさが湧いてくるよう

の影馨もあるのだが︑勇壮な他の軍歌とは違い︑聞いて

かに匂う銀屏風︒

浮かびあがらせてくれるには︑欠かす事の出来ない御道

考の持つ︑この歌への思いの漉淡で変わるのかもしれな

﹁海ゆかば﹂のことを長存と書いたが︑掲句の理解は読

な感じがある︒

に眠っていたことであろう︒祝ごとの出番に眠りからめ

い︒そして︑この歌を全く知らない人は︑墓参のときに

華燭の典の大役を果すためのみの屏風は︑普段暗い蔵

具である︒

ざめた屏風は︑歳月を経たにもかかわらず︑趣のある優

歌を歌ったという単なる情景として︑この句を捉えるの

が︑墓参りはすぐ終った︒﹂︵沢辺たけし︶

歌い出した︒義兄は海軍ではなかったのに？と思った

記す︒﹁帰郷の折︑親戚の若い男性等が墓の前でいきなり

妓後に自註現代俳句シリーズ﹁小林愛子集﹂の自註を

だろう︒勿論︑それは︑それで良い︒

雅な銀色の光りを放った︒その光りに作者は感動したの
屏風の銀に焦点をあて﹁寂にけり﹂と表現したことは︑

である︒

全く言い得て妙と言う他はない︒

来し方の懐かしさ︑心身の安らぎをも感じられたので
はないだろうか︒
︵伊藤美音子︶
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武井美代子

東京湾に浮かぶ猿島︑周囲一・五キロの海上公園の夏を巡っ

浜木

た吟行句︒景が直ちに浮かぶ写生句︒因みに猿島の由来は︑

燧岳阿部月山子
尾瀬ヶ原の東端に聾える燧岳の山行吟︒随分大変な山行

日蓮上人を救った白猿によるという︒

峰雲や指呼にひとつの無人島

だったと思う︒単純計算によると二十二時間で御自宅と燧

一読︑景が浮かぶ︒地平線︑もくもくと力強い入道雲︑

﹁ひとつ﹂がすんなり入ってきた︒猿島へ渡る遊覧船上から

ぽつんとひとつの島︒絵に浮かべてみると気になっていた

の花が美しい︒

流木の岩の上跳ぶ秋出水

脛長きをみな二人や浜日傘

の写生と思う︒

浜日傘に女性がすらりと脛を伸ばしていた︒しかも二人︒

その脛の長さにはっとした︒﹁二人﹂は印象を強めた︒

病葉の火のいる砲座跡にかな

むしばまれ赤く色づいた葉が砲座跡に散り込んでいた︒

岩穴を出て逵巡の赤き蟹

まるで残像のように︒

赤手蟹だろうか︒蟹の眼︑鋏脚︑歩脚などの動きを見て

いると逵巡と解釈したことに納得する︒

浜木綿や波音も夜に入りゆける

違う感じがある︒静かで︑時折不気味で︑不安で︑そんな

灯台の灯が海を走りはじめた頃から︑波音に昼のそれと

燧岳祠裏なる蝦夷りんだう

そういうことかと思った︒季語の﹁浜木綿﹂は動かない︒

風に変化してゆく︒﹁入りゆける﹂が私には難しかったが︑

何事もなくよかった︒滑落の人も救助されほっとした︒

秋薊雨のがれ径よるめけり

に後者の﹁紅﹂に圧倒された︒

め﹂を眼目と捉えるか難しかった︒繰り返し読んでいく内

﹁紅極め﹂と﹁もみいづる﹂は同意語と考えるか︑﹁紅極

紅極め毛蔑苔のもみいづる

れは淡き紫だったという︒奥尾瀬の﹁奥﹂が鳥兜に効く︒

因しているからか︒林の小暗きに群れている︒奥尾瀬のそ

鳥兜は妖しい美しさを持った花だ︒有謙であることに起

奥尾瀬のむらさき淡き鳥兜

秋出水そのものの景色だ︒

勢い余り岩の上を跳んでいた︒水の恐ろしさが迫ってくる︒

河川の水嵩が増し︑土砂崩れがあったのだろう︒流木が

の中に御一緒だった奥様もさぞ驚かれたことと思う︒紫色

岳の頂上を往復した事になる︒しかも台風の余波の中︒胸

綿

山頂には祠があるものだ︒その裏側にりんどうが奥床し
く首を傾けていた︒楚々とした風情が想像出来る︒
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I
大村峰子
特別作品評（'0月号）

「

ジョン・ミルトン著
﹃

失楽園﹄

翁

する反乱の物語である・神の手によって造られた人間アダム

とエバが蛇に嗽され︑創造主との約束を破り禁断の果実を食

べ︑楽園から追放される内容であるが︑主人公は創造主では

なく︑反乱軍の首領堕天使ルチフェルであるところにミル

主にルネサンス期の文学を熟読した彼は﹃失楽剛﹄を杏く

トンの類まれな創意と着想が伺える︒

にあたって︑根本には罪と罰を抱く人間の存在とその有様を

後藤桂子

占稀を過ぎて行く末を案ずる齢となり︑残された年月を考

楽園といった︑この世にない世界を舞台にして展開されている︒

えるヒントになる本がないかと本棚を覗いてみた︒先ず目に

﹃失楽園﹄には幾つかの疑問が見られる︒地球とは︑人間と

としたに違いない︒ミルトンの世界は天国︑或いは魔界や天界︑

ジョン・ミルトン︵一六○八〜七四︶はイギリスを代表する

は何か︑アダムとエバが何故︑約束を破ったのか等︑ミルト

真筆に見詰めながら︑絶望の中に一筋の希望を見つけ出そう

叙事詩作家であり︑彼は富裕な家に生れケンブリッジ大学を

あったが再度ページを繰ることにした︒

卒業したが︑至誠一貫︑清教主義の父の大きな期待に耐え切

ンはこれらの疑問を︑自らに突きつける様に課いたのではな

入ったのが﹃失楽園﹄であった︒五十数年前に読んだ記憶が

れず︑ヨーロッパへ放浪の旅に出たのである︒この折︑彼は

かろうか︒

この本では︑地球と人間の問題が︑かつてなくリアルで深

ている様に思うのは早計であろうか︒

我々は権力から沈黙を余儀なくされ︑見えない催の中で腕い

現代の物語として︑もう一面からの﹃失楽園﹄を見ると︑

イタリア・ルネサンスの精神に影稗を受けて叙情詩作家より
叙事詩作家へと移ったのであろう︒

この頃のイギリスは︑支配階級と新興産業階級との対立な
ど激動の時代であり︑ミルトンは政敵の権力から指弾され︑

の人間として︑キリスト教的ではない︑日本の風土に生れ育

刻な課題であり︑私達の眼前にある二十一世紀に生きる一人

投獄︑財産没収︑蟄居等の憂き目にあった︒彼は清教徒革命
の大義を説き精力的に論戦し︑その過労が元で視力を失い︑

ないだろう︑と思うのである︒

答えを見い出そうとするのも︑あながち意味の無いことでは

ちながら︑ミルトンの問いかけや謎に向き合い︑自分なりの

失意の中でひっそりと口述筆記によって書き上げたのが﹃失
楽閑﹄である︒

﹃失楽園﹄は旧約聖書創世紀第三章の挿話を基に書かれたも

のであり︑主に十四の神々が登場し︑創造主オウエイに対
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犀あ 二雨

同人作品評︵十月号︶

広瀬俊雄

ヤンプを︑縄文人の生活と簡単に比較することはできない︒

しかし︑そこでの一時は︑縄文人と心が重なったのだ︒

草原を斑猫の飛ぶ岐れ道久松和子

斑猫という甲虫には︑緑を主体に赤い線や白い斑点があっ

う︒そのために︑﹁ミチオシエ﹂という別名がある︒作者は草

は飛ばないで︑あたかも人を待つような素振りに見えるとい

て︑かなり派手な外形だ︒人を見かけると逃げるが︑遠くに

晩馬競技は東北にもあるが︑作者の住所から帯広のものと

原の岐れ道で︑斑猫に導かれて行ったかもしれない︒

夏旺ん軌馬ひと振り身繕ひ佐藤哲

メートルを競うという︒使われる馬は︑件から農耕馬として

また消えたと嘆いている︒氷河の消失にまで心遮いするのは

るが︑地球温暖化の影響があるだろう︒作者は地球の氷河が

今年の夏は︑ことのほか暑かった︒理由はいろいろ言われ

樽暑かな地球の氷河また消ゆる山口千代子

推定︒娩曳競馬は︑騎手と鉄製の橇を曳き︑障害のある三面
利用された帆馬である︒体或はサラブレッドの約二催だとい
う︒その馬体の大きさから︑競技の迫力が偲ばれる︒
﹁ひと振り身繕ひ﹂は騎手とも馬ともとれるが︒

パッションフルーツ育てて利根の渡し守芝宮留美子

珍しい︒どこかで︑氷河を見学して体感したのだろうか︒実
顕著であることが分かる︒

際︑ヒマラヤやスイスアルプスを実見すれば︑氷河の後退が

渡し守という古風な言葉と︑パッションフルーツの取り合
この果物は︑時計草の仲間で︑外観も花もそっくりである︒

南アルプスの山麓井川では︑梅雨の頃に︑何かと暖をとり

梅雨入りや炬燵使ふと井川人藤原千代子

わせが面白い︒この渡し場は︑どこだろうかと興味がわく︒
寒さに弱いので︑どう育てているのだろうか︒

繩文人と時を軍ぬるキャンプかな加賀葉子

は仕舞った炬燵を引き出して手足を温める日もあるのだ︒あ

るいは︑こんな日を予想して︑片付けてなかったかも︒炬燧

たくなる時もあるであろう︒いわゆる梅雨寒である︒いちど

は冬の季語だが︑それが不自然ではないのが︑井川の自然か

同時句に︑孫と見に行った縄文展での句がある︒この句は
信緒かも知れない︒衣食住に︑野趣あふるるキャンプでの生

その延長上にあると思われる︒このキャンプも︑お孫さんと
活︒火を焚いて︑飯を炊き︑肉や魚も焼いたかも︒現代のキ
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も知れない︒

運慶の若き鑿跡風薫る小川明美

梅雨空へ寒山寺の鐘三度撞く塩井志津

この寒山寺は︑中国の蘇州にある同名の寺と思われる・名は︑

何度も焼け落ちて︑現在の鍬は堪○宝五年のものだという︒

唐代の風狂人寒川がこの地に草庵を結んだことに因むという︒

作者はその鐘を思い切り三度も撒いたのだ︒何かを祈りつつ︒

仏師運慶の彫った仏像を拝見しているのであろう︒﹁蒲き繋
跡﹂と捉えたのは︑遮慶の群きⅡの力強さを︑そこに見いだし

畳まれて藤樹の遺服梅雨じめり山本みゆき

たからか︒昨年の上野の国立博物館での運慶展が思い出され
る︒静岡の瑞林寺所蔵の地蔵菩薩座像も出展されたと聞く︒

仏花の水をかえて︑その中に氷を入れたというのだ︒面白

けた馬子との逸話が残る︒この武ｔは︑馬子の話から藤棚に

浸透した︒借りた馬の鞍に金を償き忘れた武士と︑それを届

こえた平等思想にあり︑武士や麗民︑商人︑職人にまで広く

高島市に中江藤樹の記念館がある︒その説は身分の上下を

い句になった︒お供えの飲水に︑氷を入れることは私もやる︒

仏花の水かへ氷を入れておく新保ふじ子

しかし︑花器に氷を入れるとは珍しいと思った︒今年の夏は

弟子入りし︑後に︑岡山藩の家老にもなった熊沢蕃山である︒

馬子からも慕われる藤樹の人柄から近江聖人と呼ばれた︒作

異常に暑かったので︑供花も直ぐに萎れてしまう︒そこで︑

花ゆうな落ちて薄日の神アシャギ比嘉竿升

花器に氷を入れて冷やし︑少しでも長く咲いてもらいたいと

下山仏の祠を覆ふ栃青葉佐野和子

この句の﹁ゆうな﹂とは︑オオハマボウ︵大浜朴︶のこと

者は︑遺服を見ながら膝樹を偲んでいる︒

これは白山の下山仏のことと思う︒加賀の白山は古くから

である︒葵科の械物で︑花色はおおむね就色︑花底は黙っぽ

いう心であろう︒

山研宗教の対象で︑山頂付近には多くの仏像が安悩されてい

い︒昔︑父島で見た記憶がある︒

が数多くあった︒これを下山仏という︒白峰の林西寺には多

咲いて夕べには萎む一日花だから︑薄日は夕方の川・神アシ

にある祭祀川の建物をさすこともあるようだ︒﹁ゆうな﹂は朝

神アシャギとは︑神を招き祭事を行う場所だという︒そこ

たが︑明治の神仏分離令によって廃仏殿釈の憂き目に遭う︒

くの下山仏が安澄されていて拝観できる︒この句では︑小さ

ャギに︑神秘な雰囲気が漂っているだろうと想像される︒

しかし︑熱心な仏教徒によって山上から密かに下ろされた仏

な祠に下山仏の一つが祀られているのを見たのであろう︒

−39−

万象招待席

地

宙を蹴り慶良間ブ

−に潜りけり
がに

ゆい

結衆

薬缶

大

壼垂

や

鳳蝶

そぐ夏落葉

や摩文仁野
己心

の

くさ傷

し、

し、

に

ル

−リ−鉦は早打ち
ノ､

ぱな盛る地貌に

の

ひめゆりの碑よちり

ぼさ

つ

−40−

つ

仮寓の里になき

の

指笛や

烏王

月

雨乞綱打
房I上

し里ま
う
祝女の
わかた
れの琉歌や時烏
妹

万

(西原）

勉
宮城

万象招待席

桔梗

壼叩

らひ

はまなすの実
秋灯

石狩

風強し

の

きぬ尚古館
つ

に

石狩川のき

めけり

ら

並木

のひかり

て草食む羊赤とんぼ
爽籟やボブ

葉
一﹂

る宵のそぞろや

日の月

今

鮭来る

積丹の岬はるかや秋の虹

や

合
つ

−41−

か

う

ぼれんばかりクラーク像

の

り

位の実

旅果

ラ

寄
一

純(町棚）

倉
川
狩
石

語私は千葉県九十九里浜の海

．含⁝言︐

器止口繍

咋
個 句︑息

特別作品一正木ゆう子・茨木和塩・閲悦史

Ｄ秀句を掴むための

徹底活用

﹁歳時記﹂
察
特

片山曲光子×長谷川榧×神野紗希

大▼康談会﹃趣時妃の過去・現在・未来﹂

４他者の句を鑑貢する③蔑み物としてばか

▼埆面別歳時記つかいこなし術
→日常の作句・推破③句会③吟行

０▼歳時記の歴史▼私の愛用歳時記

綿密彰謡雛辱岬窪津準恥託辮人﹂厩伽同

予

闘皿年忘れ！紅白俳句合職

●頭作品鋤句

圃圖關關日囲函山口青邨

大水あまり・火牧腹・木界側句郎
佐臘麻紙・深沢暁子・藤本美剛ｆ
水上佃城・窟坂肺生

雌︾

藤冒随惣吃が月遠藤智狭男・笹瀬節子

⑮美しい国

○座麟会日本と俳句

Ｏエッセイ

子向瀬災商

︽釧命︺

付則則人ｘ大柏蹄没ｘ昨ｋ弘掩

Ｏ美しい日本の自然︵写真と俳句︶

恩田伽姉子北脈下

︽ｇビア︾俳句界ＮＯＷ安西篤

岡捌剛回坪内稔典

〜和代俳人加余名の肌昧！

われら加代俳人

奈良緬也謹波璃斗小野あらた

堀ド期照瑠鋒将村越牧

柵川埼と小野帥ヒロ応州蝿合

本セレクシ３箆社﹃鴫﹄斑櫛迦ｆ

鹿滅柚州川柳兜漁鰯脚々付■

図間咽三村純也﹁山茶花﹄

俳人肪聞茂火 水陥﹃淘野

琴■要の母睡垂がぬり五F

｜圃憾投稿俳句界匪零謡蹄旬撞一蕊や．

③蕊縄蕊一手ハ︲

M::MI I本阿弥書店鎚鑑鱒圖､｡q"｡…q魁"…7…｡｡｡'"s1…。
株式鋪￨:文學の森l鴇協.爵顎鰯闘P照瀧職締:淵1

︒株
鵬ｒ

俳墹蹄貯．．⁝・天野小衝／俳蝋〃評：：安川洲難

人峨に効く樫俳句・⁝⁝⁝・⁝．小冊他

達鹸擁繍職鵠龍龍龍洲蝦

従似沸簡︲・⁝↓宇多淵代ｆｘ叫鳴あき●Ｊ

イン啓１︲颪？＃ンふｉマ村上鞆彦

四季魑詠銘句：：⁝●・火坐禰剛宏・山田惟乃

芦
絹増鱸

嘔岬州

一幅榊一岬州一一↓一

好癖迩瞳零識濡鑑謡輝近代人一茶．火谷弘歪

躯賞詠

柳舗
一四補
Ｆ伽洲

●→の朗心憤甸手襲

l0f 岬lなど電子■囚で嗣入で包翫

垣子睡6$fﾛ K向WAlMR』1htIp鷲心o

一山︾熱
お
いものに初めて出会ったのは︑

いまは亡き連れ拾いの作家・車谷長吉が料理当番の日に
作ってくれた︑鯖の煮付けだった︒ピンク色で︑薄味で︑
甘くて参った︒

連れ合いは播州飾磨︵兵庫県姫路市︶の生まれで︑原
則として瀬戸内海に泳いでいない魚は嫌い︒たとえば鮪︑
鰹︒しかし鮫鯉は好きで︑よく鍋にしてくれた︒貧乏を
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蒟蒻も入れて食べた︒

河豚の肝を鍋にしたこともある︒これはなぜか近所の
魚屋の店先に一皿置かれていて︑元料理人だった連れ合
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ているから︑大丈夫︒ちょっと白っぽいのが危ないから︑

山川幸子筑紫磐井
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儒蕊罷瀞

エッセイ

偶然業界の仲間達と一緒に︑ナイロビにいたからだ︒因みに︑

と思ったというのは︑詳細は後述するが︑沼年の９月︑私は

三屋英俊

もう二十年も前の話になるのだが︑山崎豊子が︑実在の人

﹁沈まぬ太陽﹄と﹁万象﹂の縁

物をモデルにして著した﹃沈まぬ太陽﹄を読んでいて︑﹁ええ﹂

主人公の恩地がナイロビに駐在していたのは︑刷年から利年

の間である︒私はその時︑日本航空本社の企画した﹁ウガン

と思った箇所がある︒場面はケニアのナイロビ︒

の描写から始まっている︒﹁⁝濃厚なブルーの空に︑雪山のよ

さて﹃沈まぬ太陽・アフリカ篇﹄の書きだしは︑サファリ

ダ・ケニア研修ツアー﹂のメンバーとして︑現地を訪れてい

ル

』

代から︑富豪たちが楽しんでいたサファリ︒ムーやトムソン

私たち一行も︑これと全く同じ景色を見た︒旧英国領の時
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ナショナル・フラッグ・キャリアの社員である主人公の恩

大自然という
豊かな観光資

うな雲が動き︑果てしない草原に︑灼けつく太陽の陽炎が波

地元は︑中近東の僻地を盟回しにされた果てに︑一人その地

源を持つ国で

た︒十日間ほどの旅であった︒日本からの直行便はない︒朝︑

，

の夜であった︒

あり︑個人や

ンパラ︑縞馬などの野生動物が草を食んでいる︒．：﹂︒

打っている︒視界を遮る何物もない︒草原には︑キリン︑イ

羽田を立って︑香港経由でカラチに行き︑更に東アフリカ航

』

に駐在させられていた︒その時に︑会社の欧州・アフリカ地

4

ｊ

Ｇ

で客を呼べる

グループ旅行
地であるとい

ガゼルなども群れを成して草を食んでいた︒トョタのサファ

リカーに乗ってサバンナを走れば︑象︑ライオン︑豹︑バツ

だった︒
私が﹁ええ﹂

うことから

赤道を跨ぐ筆者

●ＤＣ
１

日

区の支店長会議が︑ナイロビで開催される︒会議の目的は︑

日

手

ニマ宮０叩Ｆ ｐｏＵ

−

空への乗り継ぎの関係から︑ボンベイで３︐４時間の仮眠︒

○

﹄画︑や
ｑｏＣｖ

,

ナイロビへの新路線の開設を検討するというものであった︒

ー

最初の目的地︑ウガンダの首都カンパラに着いたのは︑翌日

OUITQ

ケニアや隣国ウガンダ・タンザニアが︑野生動物をはじめ︑

ｰ一言

ファロー︑犀もいる︒湖では何千羽というフラミンゴが湖面

たと︑言っていた︒私たちが三番目だとのことであった︒

行った若い日本人が一人いた︑という話を︑村の人から聞い

翌日は︑船でナイル河の上流をさかのぼった︒船から草原

をピンク色に染め︑辺りをキリンがゆっくりと歩いていく︒

金持ち達のための場所であったため︑草原の中にあるロッジ

企画担当者とＪＡＬの添乗員は︑旅の終りの一日︑その日の

さて話を︑欧州支店長会議の話に戻そう︒私たち旅の開発．

の象やキリンを見ながら︑カバの群やワニを眺めたりした︒

サバンナの一日には︑四季がある︒朝は春︒小鳥の噂りで

夕食をナイロビの日本食レストランでとっていた︒その時︑

も︑ホテルのように立派だった︒
目を覚ます︒昼は夏︒灼熱の太陽のもとでサファリを楽しむ︒

別の日本人のグループが︑奥の一角で賑やかに食事をしてい

た︒実はそのグループが︑日本航空の新路線開発の為の︑欧

原は降るような虫の音で満ち溢れる︒秋である︒日が沈むと
ロッジでは︑暖炉に火が入り︑客たちは皆セーターを着てそ

氾年のその日の夜︑私は﹃沈まぬ太陽﹄の主人公恩地元と︑

州・アフリカ地区支店長会議に出席していた人達だったのだ︒

夕方︑真っ赤な夕日を背に象の家族が遠ざかっていく頃︑草

の周りに集まる︒グラスを傾けながら︑その日見た動物のこ

いるとのことで

化などを研究して

族のことやその文

在して︑ピグミー

山大学の文化人類学の先生で︑ウガンダの奥地に一人長期滞

聞いておられた先生は︑﹁小倉君と僕は︑大学も同じ︑ＪＡＬ

たことを思い出して︑ナイロビのレストランでの話をした︒

道︑先生と話をしながら帰った︒その時︑先生が元ＪＡＬだっ

先生と一緒になった︒同じ千葉方面への︑一時間ほどの帰り

象﹂新年俳句大会が終わって電車に乗ったら︑偶然山口耕堂

さて︑話が面白くなるのは︑実はここから︒何年か前︑﹁万

なる︒私が﹁ええ﹂と驚いた理由である︒

遠く離れたナイロビの︑同じレストランに一緒にいたことに

あった︒先生は︑

も同期入社で︑付き合いの長い間柄だよ﹂とおっしゃって︑
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となどの話に花を咲かせる︒夜は冬︒
これを書いてい
いて
て思
思い
い出 し た ︒ ウ ガ ン ダ の 奥 地 で サ フ ァ リ

この村まで来た日

をした日の夜︑ 暖 炉 の 前 で ︑ 一 人 の 日 本 人 に 会 っ た ︒ 確 か 岡

本人は︑先生が二

のことなど︑色々な話を聞かせて下さった︒

小倉氏︵実は主人公の恩地元は︑小倉寛太郎氏がそのモデル︶

さて︑この話はその後更に面白い展開をする︒

人目で︑以前この

村を通り抜けて

至近距離から筆者撮影

んお互いに身近な方同士であるにも関わらず︑自分以外の方

んも︑それぞれご自身と小倉氏との深い関係の一方で︑皆さ

ただここで意外だったのは︑耕堂先生も片桐さんも大内さ

しく知っておられる方々だったのだ︒世の中狭い⁝︒

したら︑﹁僕と小倉さんは︑テヘランで一緒に駐在をしていた

る︒片桐帆一さんもその一人︒ある時︑ナイロビの夜の話を

と小倉氏との関係についてはどなたも︑私がその話をしたり

﹁万象﹂千葉句会には︑他にも元ＪＡＬの方が何人かおられ

んですよ﹂と︒小倉氏がテヘランからナイロビに転勤した後︑

繋いだりするまでは何も知らなかったということである︒

私自身︑今回この話を書くことになって︑不思議な気がし

ている︒その時︑小倉氏は︑片桐さんを自分の車に乗せて︑

ている︒私がアフリカに行ったのが訓歳の時︒﹃沈まぬ太陽﹄を

片桐さんは︑休暇を取ってナイロビまで小倉氏に会いにいっ
サファリパークまで︑走ってくれた︒ゴルフも一緒にしたそ

読んで﹁ええ﹂と思ったのが粟〜認歳の頃︒そして﹁万象﹂

に入会し︑耕堂先生︑片桐さん︑大内さんと知り合い︑皆さ

てくれたという︒﹃沈まぬ太陽﹄の中に︑主人公の恩地が猟銃

んが元ＪＡＬの方ということから﹁ナイロビのレストラン﹂

うだ︒又︑小倉氏は片桐さんに︑自分の猟銃や拳銃を持たせ

い話だ︒

⁝小倉氏は定年後もアフリカを愛し続け︑アフリカ研究家︑

てその結びとしたい︒

さて今回のこの話︑最後は耕堂先生からお聞きした話を以

狭くなり面白くなるということなのだろうと思う︒

人生多分︑近くにいる人達と何か雑談をすれば︑世の中は

の話をしたのが︑沁歳を過ぎてからのことなのだ︒

を扱う場面が出てくるが︑そのことを思うと︑何とも感慨深
話はまだ続く︒大内佐奈枝さんも元ＪＡＬ︒﹁小倉さんと私
は︑日本航空山行会︵登山同好会︶の仲間で︑小倉さんとは

よく︑夜行列車で出かけて一緒に山に登ったのよ﹂と︒又
﹁コーラス部も一緒だったし︑組合でも一緒に仕事をしてい
たのよ﹂とも︒コーラスでは︑発表会前の練習で︑部員の残

氾歳で亡くなられたのだそうだ︒葬儀には山崎豊子氏も参列

動物写真家︑随筆家として活躍されたとのこと︒そして蛇年︑

業が重なって練習に出られず︑発表会の出演をあきらめざる
を得ない状況になった時︑小倉氏は部員らの上司を回って︑

されたということである︒

う︑小倉寛太郎氏の生き方そのものを現しているのだと︑話

いう名前は︑大地の恩を知り物事の根元に立って考えるとい

し︑氏はその弔辞の中で﹃沈まぬ太陽﹄の主人公の恩地元と

練習に出られるように説得してくれたのだそうだ︒

小説の中の恩地の一途さと優しさが︑垣間見える話ではあ
実に︑耕堂先生も片桐さんも大内さんも︑小倉氏の人とな

プ︵︾◎

りはもとより︑﹃沈まぬ太陽﹄の舞台裏のことなど︑とても詳
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一一

放課後のオルガン
札幌園田鶴子
私の通った小学校は︑北海道東部の
太平洋に近い標茶町立小学校︒各学年
一クラスの小さな学校だった︒教室に
は特大ストーブ︒片隅に小さなオルガ
ンが置かれ︑放課後︑習ったばかりの
唱歌を弾くのがとても好きだった︒誰
も居ない教室でたどたどしく片手で鍵
盤を押していると︑職員室から先生が
来られ︑両手で弾くことを教えて下さ
った︒嬉しくなった私は︑毎日放課後︑
日課のように楽譜と睨めっこをした︒

中学は学級数二クラスの大きな学校
で︑何かとカルチャーショックを受け
た︒特に一人の友が楽譜も見ずに知っ

ている曲を自在に弾きこなすのには感

更に演奏会終了後のロビーで︑コン

郎氏が指揮を務めています︒

﹁青楽は芸術である﹂と雌初に筒った

ミニ演奏会を聴くのも至福の時間です︒

が一番だと︑日々思っています︒

私にとって音楽は︑ラジオで聴くの

というところです︒

もしばしばありますが︑これも又良し

くとラジオが︑ガーガーと︒こんな事

例えようもなく良いものです︒気が付

は懐かしさを覚えます︒夜︑ボリュー
ムを上げてイヤホンで聞いているのも︑

りませんが︑ラジオで聴く昭和の歌に

私は音痴で︑自分から歌う勇気はあ

語り砿です︒

かんばかりの美声は︑今だに思い出の

明し︑舟歌を熱唱されました︒山に稗

初老の船頭さんが︑青葉茂る山々を説

行で阿賀の里の船下りを楽しみました︒

ユ︑三年前の鞭ですが︑老人会の旅

新潟榊原キヨ子

音楽の思い出

のは︑ベートーベンです︒

サートマスターの篠崎氏を中心にした

時が流れ親となり︑二人の子供とよ
くピアノを弾いたが︑音楽好きの原点

嘆し脱帽するばかりだった︒

にはあの放課後のオルガンがあった︒

マラソンコンサート

東京岡村純子
今年もあとわずか︒年末の楽しみは
上野の﹃マラソンコンサート﹄です︒大

晦日の午後から真夜中まで︑ベートー
ベンの交響曲一番から九番までを通し
で聴くこのコンサートは︑Ｎ響の岩城
宏之氏の指揮で２００３年に始まり︑
今年で十六回を数えます︒何故大晦日
の演奏会かと言うと︑第九が終わるの
が深夜十二時頃になり︑お客様が電車
で帰宅出来るのは︑終夜運転のある大
晦日だけだから︑ということです︒

岩城氏の追悼コンサートとなった
２００６年から毎年︑夫と楽しんでい
ます︒この年は九人の著名な指揮者が
タクトを振りましたが︑世界のマエス
トロ︑ロリン・マゼールが指揮した年
もありました︒ここ数年は︑小林研一
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音楽の時間

徳島宮西修一
﹁音楽﹂と聞かれると苦い思い出ばか

から始まる︒﹁仰げば尊し﹂の練習で大

り︒先ず︑小学校の卒業式の予行減習

けていれば﹁ｎばく﹂で良いと言う︒一

きな声で歌っている時音程が狂う︑所
謂音痴を見かねてか︑先生は口だけ開
生懸命に歌っている子にだ１
次は中学校の宵楽の時間だ︒汗楽担
当の先生に教わったのだが︑一生懸命
歌う僕は〃真面目に歌え と立たされ︑
上手な子の独唱を聞かされた︒それか

な旅﹂のテーマ曲から始まります︒
一年半前に亡くなった夫は車好きで︑

よく一緒に︑山梨・長野・箱根などの

たとの事︒ご家族に拠れば︑原稿の依

材をあれこれと考えておられたとか︒

頼を受けた時は入院中にも拘らず︑題

佐野句会立ち上げ当初からのメン

服かなかった原稿に代え︑まちさんの

バーで︑卒存を過ぎてなお︑熱心に俳

車中では︑映画音楽・シャンソン・
歌謡曲を楽しみながら︑車窓の景色を
堪能したものです︒今︑その時の行楽
を聴くと︑柔らかだった日差し︑頬撫
でる風︑夫と交した会話までもが︑思

ご冥福を祈らせていただきます︒合掌

美術館めぐりを楽しみました︒

い出せるのです︒そして日曜日の朝︑

立春や一番星の空近き

▽投稿先

〒船

７

２︲肥︐１︐ｍ久留島規子

１０

叩東京都杉並区高井戸西

▽長さ本文Ⅳ字×四行以内

▽５月号﹁飛行機﹂︵１月末日締切︶

▽４月号﹁靴﹂︵吃月末日締切︶

﹁万象ノオト﹂投稿募集

卒寿過ぐ年賀は今年限りにと
花ざくろ塾の子帰る時間かな

雪晴れや両手を広げ深呼吸

庭へ出て秋夕焼に染まりけり

﹁万象﹂誌からご生前の句を抜粋して︑

岻川やす子氏は句友を惜しまれました︒

句と向き合っていらしたのに⁝⁝と

私は﹁小さな旅﹂のテーマ曲で︑夫と
出掛けた小旅行を思い出しています︒
三歳の時からピアノを始めた孫娘は︑

大学もピアノ科を専攻︒コンサートに
招いてくれて︑バイオリン︑チェロな
らっています︒音楽が彼女にとって︑

どの美しく澄んだ音色も楽しませても

ら﹁青楽の時間﹂が苦痛になった︒

社会人となり︑宴会の時必ずカラオ

届かなかった原稿
ここには佐野巾の寺内まちさんの原
稿を掲載する予定でした︒締切日を過
ぎたので問合せの通話をしたところ︑
まちさんは九月九日︑天寿を全うされ

編集部

幸福への道標となりますように︒

ケが始まる︒酒にも弱く直ぐ眠くなり︑

時には眠った振りをして適当に過ごす︒
でも聴くのは好きです︒宴会の時は順
番抜きで好きな人は大いに歌って下さ
い︒﹁音楽の時間﹂の苦い思い出︒

﹁小さな旅﹂のテーマ曲

横浜田賀楳恵
私の日曜日の朝は︑ＮＨＫの﹁小さ
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｢万象」文学散歩、

禰
千翻
葉鯛晩年の荷風と市川
上野から京成電車で二十分余り︑江戸川を渡れば緑豊か
謹
圏な
千葉県市川市である︒京成八幡駅で下車︑晩年の永井荷風の

白幡天神祠畔の休茶屋にて牛乳を飲む

帰途り緑陰の垣根道を歩みつ蚤ユーゴーの詩集を読む

砂道平にして入来らず

唯烏語の欣々たるを聞くのみ︵原文のまま︶

この﹁断腸亭Ｒ乗﹂は大正六年から死の前日までの四十二

年間の日記で︑風俗と世相に対する批判が季節と共につづら

荷風は明治十二年生れ︒若くして米・仏に遊学︒十九歳で

れ︑時代の記録としても貴重なものと云われている︒

作家を志し作品を発表し始める︒明治四十三年慶応大学教授

散歩道をたどってみる︒

荷風は戦災で東京を焼け出されて転々としていたが︑終戦

場通いが連日となっていった︒女優や踊り子たちに囲まれて

画化されたり戯曲が上演されるようになると浅草などへの劇

昭和二十七年文化勲章を受章︑七十三歳︒自分の作品が映

﹁葛飾土産﹂などに描いていった︒

この素朴な田舎まちを作品の背景や随筆﹁にぎり飯﹂﹁貢出し﹂

に題材をとったものが多かったが︑市川に移り住んでからは

と名づけて﹁溌東綺諏﹂など数々の作品を執筆︒作品は花柳界

となり三田文学﹂を創刊︑主宰︒大正九年︑自宅を偏奇館

ここが終焉の地となった︒

一︾一

過し︑彼女たちからどんな時代をも生き抜く力を感じとって

荷風は二度の結婚のあとひとり暮し︒他人から干渉されな

いたのかもしれない︒

昭和三十四年四月三十日︑七十九歳にて永眠︒

い自由︑即ち徹底した個人主義をつらぬいた戯作者であった︒

市川市では文学ミュージアム設立の折︑荷風の巡族から迩
ている︒

︵大内佐奈枝︶

品の寄託を受け︑毎年五月三日に市川での﹁荷風忌﹂を行っ
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後の昭和二十一年一月から十三年余りを市川市菅野で暮らし︑

恐
立媛湾噌きた鷲曇

．︑喉ｌ

§﹃埴︑守量

率侭

郵塑鏑雫 ﹃密恋曉癖ぐ尭晶

露

﹁葛飾八幡宮ｌ白幡天神社ｌ商美会ロードー大黒家﹂と

｜ゞ日

当時はまだ田舎まちの風情を

巡るのが荷風の散歩コース︒

弘法寺までも︒散歩の終点は馴染卦

節が刻まれている︒

文学碑があり﹁断腸亭日乗﹂の一閥︲季

途中の白幡天神社には荷風の︾︑鈴ｆａｊ

菊正一合﹂が決まりであった︒︲．

みの大黒家で﹁カツ丼・上新香．駒溌蕊嬬弼職蕊冠
一
興穣曇冬︑晶勾︑完Ｉョ免
占９各鹸な

したり怠時には真間の手古奈堂や．〃・永寸龍硝恥

タイルで商美会ロードで買物を一番牙

内を散策︒ベレー帽に背広で買物・
篭をさげて素足に下駄︑というス

残していて︑荷風は好んでよく市︑吟・一

、．

書探訪
京子

川

名園に息づく和歌の涼しさよ

遠景の塔を隠して大牡丹

自選十句﹁大牡丹﹂後藤日奈夫︵名誉主宰︶

十頁に収まりきれない﹁温詠﹂の勢いを想わせる︒

裏表紙には﹁消息﹂や﹁後記﹂等がびっしりと記載︒百二

鮎落つる月の美しき里泊り

夜を待つやうに置きある螢龍

表紙には主宰の﹁夜を待つ﹂九句

と説く︒︵通巻第八百四十四号︶

謙虚な写生を標傍︒﹁俳句は心で作って心を消し去るもの﹂

を継承︒

成二十七年︑名誉主宰はそのままに立夫の娘和田華澳が主宰

昭和五十一年︑夜半の死に伴い子息の日奈夫が主宰に︑平
成二十四年日奈夫は名誉主宰となり︑子息立夫が主宰に︑平

戸で創刊︑同二十八年同誌を﹁調詠﹂と替える︒

昭和二十三年一月︑後藤夜半が誌名を﹁花鳥集﹂として神

俳誌﹁調詠﹂︵九月号︶主宰和田華凛

古

ミモザ咲き祈の人となりにけり

自選十句﹁とある朝﹂和田華凛︵主宰︶

壬生念仏言はねばならぬ故無言

近詠六人が一頁に七句ずつ詠む

人生の放課後めきし日々涼し
風聞に長居のしたき風ばかり
はちきれる色に玉蜀黍を焼く

雑詠華礫選

髪結うて十五の夜の初浴衣

蛇怖い男と怖くない女

だんらん帖日奈夫選

端居して取り戻す刻ありにけり

大写しして尺蝋に大き爪

門倉滋子
山形惇子

菅原くに子

田村節子
下田育子

西井千づ
谷川和子

特集恋の句の引力〜私の憧れている句〜後藤日奈夫

春暁やひとこそ知られ木々の雨日野草城

い頃学校で机を並べていた少女が好きになり︑それが結

．⁝：中七の係り結びに︑えも言えぬ表情がある⁝⁝小さ

局生涯の伴侶となってしまった私に．⁝：︒
るのである︒

自然と自然の存問に耳を傾ける草城の句に私は心惹かれ

目次に日奈夫の名前が八つ並ぶ︒その内の﹁雑詠の歴史﹂︑

私の定型論﹁日本語の音楽性﹂等の文章は塑礫としていて眩い︒

Ｉ蝿柏市日立台２ｌ４Ｉ馨

百一歳の名誉主宰と若い主宰の更なるご活躍を期待したい

︵筆者住所〒

﹁調詠﹂である︒
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俳

逐幻一つ

としお
敏男︵帥岡︶

巻頭作家︵十一月量プロフィール

四句目は佳句に選ばれ﹁どう見ても

しています︒

二十八年には︑一月号と五月号に登場

た︒その後︑佳句には九Ⅲ登場︑平成

になるのは季語の力だ﹂と評されまし

た頃合いのよろしさ﹂との評を戴きま

衞諭﹀季語とフレーズをすこしずらし

ら﹁独自な作品︒︿園服と豆干す縁に国

干す﹂の作姉で九位︒武井美代子氏か

平成◇一十四年の万象俳句賞では︑﹁豆

笑っているようには見えないが︑しか

梛岡登呂通信句会の望月敏男さんは︑

夢の父黙してゐたり曼珠沙華

の作品で見事佳作となっています︒

した︒また︑本年庇は﹁浜松凧合戦﹂

足元に言はれて気づくつくしんぽ

万象作品の佳句には翌年の八月号に

昭和四十二年三月︑静岡大学教育学部
中学校教貝養成課程社会科を卒業︒そ

鍬始地球の隅を鰯りけり

かなあと作者﹂と識評︒

して中学校教育の道を歩まれました︒

飛高隆夫氏より﹁曼珠沙華の赤は︑

﹁〃象﹂入会以来︑毎月百句前後の句

し子供は笑っていると言い張る︒そう

﹁社会科の望月﹂﹁柔道の望月﹂と言わ

作を続けていて︑その俳句への情熱が

が入選二句の中から選ばれ︑大坪主宰

れ︑社会科の指導︑部活動の指導に特

する色﹂﹁〃地球の隅を鶴る〃とは︑思

作者の落ち清かない不安な思いを象徴

結実︒平成三十年十一月号の巻頭です︒

は﹁誰もが経験すること︒それが俳句

異な業統を残しました︒現在も識道館

い切った表現であるが︑そうもいうか﹂

ここあそこ大地を開けし蝉の穴

雲厚く溶署に沈む油槽かな

柔道七段を生かし中学校生徒の指導に
当たっています︒お住いの町内にあっ

四句入選は八回︒初の四句は平成二

との評を得ました︒

苑飛んで冬菜の競りの始まれり

袴着の襖の竜に呪まるる

いきたいとする敏男さんに柔道の名将

巻頭の報に接し︑俳句を深く学んで

庭先に緑蔭と言ふ客間かな

無言館囲む樺の蝉時雨

菖蒲の日弓を引きゐるをんなの子

から俳句の名将へと期待︒︵曽根満︶

スクラムやラガーの鼻に地の匂ひ

十六年三月号︒

夏蒲団点滴壜の空なりき

冬腿仁王笑ふと童言ふ

般初の入選句は

さて︑﹁万象﹂入会は平成十八年九月︒

員を十余年務めています︒

ては︑民生委員を十二年︑学校評議委

月冒

のこ句︒的確素直な写生句です︒
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望

大竿灯少女の笛に立ち上がる金沢河野尚子

武者ねぶた闇掴みゆく大きな手

ふる里は世代替はりや彼岸花

ビル街の灯を潤ませて霧湧ける

手花火に借りる仏の虎燐寸肺岡石川裕子

吊橋は農優先や葛の花

空っぽの花瓶口開く残暑かな

旅役者の楽屋の鉄の扇風機

てのひらを風にかへして盆踊りⅡ野喜多尾明子

片仮名語言ひ間違へてねこじやらし

秋日傘差なきことほめ合ひて

ひまはりの種どさと撒き逝かれしよ

岩魚焼く厨を抜くる山の風筋岡岩崎武士
産土の杜に消えたり流れ星

送り火の仕舞の煙そのままに

満水のダム湖精霊蜻蛉群る

錆赤き河岸の線路秋湿り札幌北浦詩子

踊らんか郡上のまちに下駄の音

小鳥来ていつもの朝のつつがなき

秋燈しひとつひとつの暮しかな

流れ星老いの願ひを眩けり東↑肌松本幸男
兄弟は喧嘩するなと生身魂
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木犀の袋小路に香の篭もる
門灯に薄翅艀蛎透きにけり
銀やんま風の軽さに群れてをり災京岡村純子
せせらぎの優しき音や涼新た
貝合せ香焚く部屋の夜長かな

大雪山に初雪盆明け待ち兼ねて
山を裂き稲穂も人も地震埋めぬ

巡礼の四方花野となって来し

印結ぶ指が良夜の宙を裂く札幌高山誓英

蒼天へ積む牧草の露まみれ

秋高し一本道の白きかな竹重富子

草の穂を透かして揺るる夕日かな

庭手入れ残り香強きどくだみ草

新涼の風を身に受く安堵かな舳橋内田節子

蝦夷栗鼠を追ふ白猫や野分あと

刃を当つる砥石の白き秋思かな中鉢弘一

赤とんぼ海を忘れし棄て舟に

玄関の壷に花無き残暑かな

父母の名を指でなぞりて墓洗ふ

石倉の壁一面の秋茜

うす紅を含みて閉ぢぬ白芙蓉
これはもう何が何だか虫時雨Ⅲ街迩輝勝信

病棟の渡り廊下に秋の声

大輪のひらき花火師天あふぐ

右左芒の波や墓の道

空缶のころがる音や夏果つる

家ごとに葡萄棚あり甲州路八代洋子毛

長老の来賓席のアロハかな柏村田由美子

多喜二の碑囲み鈴虫鳴く夜かな

横山康博

迂關にも触れてしまひし露の玉

仏間まで飛び込んでくる黄金虫

百合の香に数歩戻りし散歩道

台風の去って悩みの戻りけり

嬰児に滴る母乳野分あと
川風にもはや火色の七竃

朝顔の蔓は草書の余韻かな札幌勝木享子

語りたき人に買ひ足す野紺菊

親猿の眼厳しき炎暑道東根門脇好子

秋の風摩周湖のあを樛ませて

倒木に絡む倒木台風禍

胸までの白波蝶し昆布刈江別太田佳美

秋桜や寡黙な少女黒目がち

在りし日や西瓜まるごと仏壇に

沖止めて御幸言祝ぐ昆布の島佐々木茂

２

それぞれの思ひ出のあり終戦日新潟大湊とせ

野菊咲く観音堂の詣道

隣人へ避暑と笑ひて入院す宇部樹福田弘

産土神に稚児の舞見る秋祭

明日退院街の灯の秋めけり
牧牛の息青くさき秋暑かな
風鈴に孫の写真を吊り下げて芳側小林元子

かまきりに鎌を向けられたぢろげり

手を引かれ山車引く子供秋祭佐藤シズエ

稲刈機バリカンのごと刈り進む

雨三日潤ふ庭に秋の蝶

炎昼や鎧はぐごと喪服脱ぐ

闇すぐひ空へかざせる踊の手

秋立つや肌に田の風畑の風福武幸子

黒ぶだう寄り添ひながら甘さ増し

ダンプカーの窓に足出し三尺寝

落鮎食ぶ丸き囲炉裏の梁場かな

姿見せぬ蟻に気が付く大旱斎藤ヨシ

秋高し男の子恥らふ綾子舞

明けたれば峡一斉に蝉時雨登子光岡れい子
花あさざこの一日に色つくす
初雁の列の乱れのゆるやかに
道の辺になびく荻の穂遠筑波栃木飯塚キミ
みんみんや小高き丘に忠魂碑

秋澄むや大佐渡小佐渡近くして

老翁の説り丸出し踊唄

体育祭盆踊にて締めにけり島津治子

学徒兵祀る脇宮秋澄めり中塚滋子

蛇祭の宮の土俵場蝉しぐれ

秋の鱒釣りててこずる母子かな飯塚満里子

ゆったりと寄り来る鯉や涼新た

蓮の花散りさうでゐてまだ散らぬ佐野荒川進
遠雷や通夜の読経の長きこと

宅配の人の振り向く秋風鈴

遊水地を跨ぎ切ったる秋の虹上岡佳子
雲迅し月の兎を走らせて

朝々の朝顔開く刻知らず

窓の風秋の訪れ偽らず

喜雨の中刃こぼれの鎌研ぎにけり燕渡辺志ま
新涼の洗ひ晒しの野良着かな

塩飴を手提の隅に秋暑し
寺守る地蔵の肩に赤とんぼ宇都宮安久都登
寺町の闇つつみこむ金木犀
庭先にコスモス目立つ無言館
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天を向き蝉や骸となりにけり

夜を鳴く鹿の一声昂れり

草の丘みるみるふゆる秋茜
赤城嶺に雲の一朶や赤蜻蛉 佐野松田富夫

ぱりぱりと広葉掻き分け蓮見船

白抜きの蕎麦屋の暖簾秋の風佐野売野緑

大の字に午睡する子の小麦色
被 災 地 に 鈴 虫 鳴 く と 報 じ ら る 和光板垣陽子

義本美智江

金柑の木を絡めたり薮枯らし
竹取りの使者の来さうな月今宵

舞火の爆ぜる燈樋流しかな
楢の木の虚を蟷螂覗くかに
大いなる虹の下なる三義山

ひとひらを残して蓮の散りにけり金子恵子

駅伝の夏合宿や菅平
噛んで見る蓮の実舌にほろ苦き

寝る前に必ず眺む夜半の月
朝夕に連ふ虫の音加はりぬ
黒川しげ子

色なき風ピアスを揺らし通りすぐ
練り上げて南瓜の茶巾しぼりかな

秋出水国際空港水浸し

電子辞書閉ぢれぱ迫る虫の声

天 の 川 砂 金 の 如 く 奥 秩 父 新座多田英治一

流鏑馬の噺きひびく秋の空
秋茄子の尻の割れしを椀りけり齋藤ミチ子
老鋪や古き農家に米を買ふ

鈴木アキエ

栗田文代

凌霄花潜りて入る美容院
猫じゃらしひとしごきして風の中 川趣岡野輝子
しづかなり白鷺高く秋の空島田和枝 六地蔵どれも福耳鰯雲

今年又鈴虫を飼ふ鰻屋へ

蕎麦を切る音の軽やか秋簾

雨過ぐる峠新涼俄なり

軍馬の碑台座に厚き苔の花

バック転の男子生徒もねぶた祭店網洋子

大方はすり傷つきし秋茄子

時の人案山子となりて並びけり

ちちろ鳴く寺の隅なる百度石
百日紅いよいよ紅き日暮かな

流灯会屋台賑はふ河川敷仲山さよ子

とんぼ来る仁王に小さき草鞁かな

船に揺れ蓮の青実をふふみたる
林檎園に触れんばかりの雲流れ
睡蓮の葉に亀の子の目を閉づる

４
５

いなぴかり五重塔を露にす川越津金房子

教育勅語諸んず母の終戦日

寝室の天窓に月虫の宿

新涼や巫女の髪結ふ赤い紐千蕊高田みや子
同窓の老いし恋あり西鶴忌

終盤の百花練乱揚花火
犬走り鶏頭種をこぼしけり常見イッ子

縦走の立山連峰秋高し

ヘルメット流されて来る秋出水

青空や腰丈ほどの藪凱

葛の花摘みて恩師を見舞ひけり

露けしや殉職の碑の名の大き

夫よりも長生き五年ちちろ鳴く山下とし子

雲速し秋の気配を引き連れて

茄でたてのつるりと剥ける芋をたぶ

かなぶんの起せば指にしがみつく

波たてて川面吹抜く秋の風柳澤道子

松浦陵保

手の平で粒を選りわけ大根蒔く

よもすがら鹿の鳴きつぐ男体山

鰯雲延命地蔵は寝てござる坂・岬守山勝江

零戦の飛行場囲ふ稲穂波
雨乞ひの子供踊りを奉納す中嶋久登
弔ひの八月暑く終りけり

勝敗の決まるや甲子園の虹

ぽとぽとと草地に赤き熟柿かな

東に満月北に稲光り所沢南雲秀子

山頂のケルンはどれも赤とんぼ

法師蝉御利益願ふ大草蛙

五目飯炊ける匂ひや夕ちちろ

秋天下兎追ひしとハーモニカ佐介竹内実

甲斐駒を遙かに望む女郎花

秋暑しとんびの憩ふ渓の岩

休耕地蒲の穂紫の湧きたてり
刈田には刈田の匂ひ日暮れ道

仕舞湯の眠気を誘ふ鉦叩山本敦子

つる草の百余の露をまぶしめり千葉大月玲子

語り部の声音しづかに仏桑花柄々井小林あけみ

黒々と山袰ありぬ星月夜

真菰縄繕りて始まる盆仕度立原千代子

草の花とりどり活けて綾子の忌

金継ぎの抹茶茶碗や今朝の秋

水晶売り白き旗立て仙蛾滝

ヘッドライトにすくむ狐や秋の暮

からす瓜ベビーカーより手の伸びて喜多恭仁子
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空蝉のあまたころがる草の上船橘近藤澄子

櫓穂のすぐすぐ伸ぶる大谷津田

山裾に影を重ねし稲架襖

蟷螂が口端に笑みを浮かべをり
新米の湯気を両手にいただきぬ

月の下波の静まる九十九里巾川奥澤よし江

防災の貼紙剥がる野分あと
雨いつも伴ひにけり秋海葉

知覧跡これが兵舎かちちろ鳴く松戸野田成夫

椿の実夕日を受けてゐたりけり

竹林の風が素通り夏座敷東︽肌赤松わ子

岩魚とり川原に竃の石を積む
夏草に攻め込まれたる母の里Ⅲ街迦塗木翠雲

空中でとまるかに見ゆ赤蜻蛉

霧雨のいつしかあがる立石寺吉原千恵

今日のこと話す夫亡く夜の長し

新の字をつけて秋刀魚の金ラベル

馴染なき駅におりたつ虫時雨

江戸川のゆるりと曲る鰯雲

カザルスのチェロ染み渡る秋の宵安藤美酒々

漁火の沖に漂ふ夏座敷

秋近し朝の抹茶に和三盆

救急車のサイレンひびく溥署かな

墨堤の芝生に秋の立ちにけり石井登女

庭掘って犬沈みゐる残暑かな宮本加津代

夢に見る螢採りたる幼き日
どっしりと長女本成り南瓜かな柏鹿毛満子
指ほどの夏大根の辛さかな

茶の席の秋の七草寂しけれ
大川の橋渡り行く日傘かな
雨のあと廊下に木の葉と蝉の殻石山風童

姫女苑庚申様を囲みたる草間三香子

目覚むれば庭のちちろの競ひなく

ヴィオロンの残響窓は秋色に

二百二十日折れ傘抱きて帰りたる

虫時雨空に機影の灯かな
秋涼し隣るや鴉・鳩・雀松戸石川幸子
映画観て古本買ひて敬老日

閉ざされし廓の名残鳳仙花

蜂舐むるバケツに残る昨夜の水

口紅の色くっきりと今朝の秋

新米を炊きご先祖と分け合へり桑原優美子

川風や葉裏に烏瓜の花菊岡緋路
一ト山の真鰯の肌光りをり
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スケッチの子らのまはりを赤とんぼ

基のみののこる故郷の墓洗ふ

玻璃越しに噴水見する美術館馬場美智子

蝸や別るるまでの国説

黙もくと人の後つく残暑かな東京長谷川信也
悲しびに陛下寄り添ふ台風禍

みそはぎや姉のかたみの琴の爪

滝遠く見て静けさの中にをり

廃校のグランドを埋め盆踊東京小池宗彦

塾帰りの子足早に秋の暮
敬老日祝ひ届ける高齢者

青蛙竹樋にひたと吸ひ付けり小池清晴

まだ見えぬ客に二度目の水を打つ

木は見えねども風上に金木犀

地に落ちし梅の実ほどの桃匂ふ

山門の仁王見渡す豊の秋杉浦一子

椎の実の三つほど落ちて小鳥発つ

曼珠沙華朱の槌せながら傾ける東順子

こぼれ種の鶏頭赤き父の墓

ぢりぢりと路面を這へり油蝉

寝そびれて出歩く猫を待つ夜長

山小屋へ舞ひ込む霧の深さかな

梨狩の実の温もりと重さかな福田ふみ子赤
５
丸窓の飾りとなりし実南天

古民家のガラス月光歪み来る下嶽孝一
久に逢ふ幼なじみや霧の駅

露草に露おくころや退院す徳竹良子

野分去り半身の月の残りけり

青空に木の香のぼれり野分去る

風軽く空は遥かに今朝の秋本多葵

艀蛎の水面に光集めをり

秋めきて赤紫の富士暮るる松野寿美代

取り合へる杭一本や鬼やんま

音絶えしマタギの里や星月夜

ふるさとは台風圏の波の中

水門の高く開きぬ台風過

奥の院の道塞ぎをり秋海業中澤桃子
コスモスの白目立ちをり寺の庭

薮中に一つ色あり小鬼百合

泣きながら宿題終ふる夏休み国立南場雅子

緑蔭に憩ふ媚の長話中ノあさ子

ぼたんづる秋野に白き布かぶせ

引出しに亡き母のメモ秋彼岸

羽ひろげ花の蜜吸ふ黒揚羽

流燈を追ひ川岸の闇探し町川井上篤子

遠き日の父への手紙黒葡萄

正面から赤門くぐる蜻蛉かな

竹林に風の集まる九月かなⅡ野渡辺八枝子

星月夜信濃の宿の窓明り

輝寺の羅漢のひざにこぼれ萩脚立阿部幸子
暁を叩く野分に目覚めたり

爽竹桃兄の遺愛の歴史本鈴木律子

法螺の音の霧の山道響き来る

山伏の霧より現るる羽黒山坂本具子

北の地震むくげは白を極めたり

新しき刺し子の布巾白芙蓉

荷作りの紐のからまり秋暑し恢浜後藤晴子

中空に光と音や夏終る

熊笹摘む若き寿司職秋暑し

中庭に木椅子一つやこぼれ萩

流木の河原に群るる赤蜻蛉

半月によりそふやうに赤き星

流燈の帯川岸をすりゆけり
菰の花女土偶はまるく肥ゆ

活花の手許確かや生身魂桔梗純
伊吹山過ぐや車窓に秋時雨
スカートに揺られてゐたり秋の蝉

亡き父の吊りし風鈴夜の秋

秋署し台風行方定まらず

オペ室の冷房強し無影灯富田要毛

百日紅雨に散りたる林火句碑

実むらさき石灯籠に僥みたる俄浜阿部トキ

結納の無事に終りて星月夜

木洩れ日や権禰宜の掃く夏落葉長野高朋
朝まだき厨の青梅香り立つ

梅雨繁し荒磯望む白秋碑

新涼や足音軽くすれ違ふ岡元枝
束の間に去りゆく一日ちちろ鳴く

新涼や線香ゆらぐ六地蔵

万緑や風呂の底より湧く出湯

僥みては風送り続ぐ蓮の波松崎芽ぐみ

子等吹ける笛の音高し秋祭

到来のコーヒー豆や秋に入る正木喜美代

竹林の深く撲ふや野分中
野の花の風の間にまに秋の蝶岡田幸吉
戸を繰れば竹林さやぐ風秋意
事も無く今日を素直に生身魂
夜濯ぎのシャシゆらゆらと朝の風奥野周光

８

この夏に二度目の盛り凌霄花
さざ波す工場跡のゑのころ草棚浜三木豊子

一人居て白檀焚きぬ秋微雨
蚊帳つり草芋焼酎の空瓶に
投函の底打つ音や今朝の秋川崎大久保進
倒木を潜るせせらぎ涼新た
倒木の苔の息づく処暑の風

風を縫ひ混声合唱今朝の秋高野翠子
兄嫁の忙しき日々や盆休み
一本のタワーマンション秋高し

朝調や浮き立つ谷地の秋薊横山ユキ子
山峡の日を呼んでゐる蕎麦の花

ちちろ鳴く村に小さき能舞台
産土に越天楽の音星月夜茅ヶ暁久保田富士子

お向ひも隣も更地猫じやらし伊勢雁本島廣
澗れ池に散り敷く木橦屋敷跡

草覆ふ段々畑昼の虫

初穂波やさしき風に遊びをり山本カツ子
稲の花豊に日差し受く棚田
虫の声闇跳ね返す在所かな

枝から枝へ渡りしままに蛇の衣秦野秋山憲三

子蟷螂足のはこびのこはごはと

沖波の果てまで続く鰯雲

花時計音なく回り秋茜佐藤嘉洋

女神てふ土偶ふくよか花芙蓉
石器時代の人棲みし洞葛の花
渡り来る風に笑みたり稲の花松川古谷悠紀子

秋森や朱色極まる四脚門

箱根路やかなかなばかり幾重にも

大蓮の開くや水面揺れにけり

南天の枝を整へ墓掃除叩府江口嘉郎

くっきりとやせ富士見えて今朝の秋

菊星の夜空に咲きて夏過ぎぬ大和中谷由郁

目を凝らしダーツ投げる子夏祭

貝殻の献まれし秋の浜辺かな

雷走る向う家屋の浮上る
松茸の香の残りたる炊飯器高橋一夫

口髭に泡を残して生ビール
浜風や白萩紅をほのとおき師岡興津千鶴子
軒をかる仁王に会釈大夕立

こぼれ萩父の匂ひがしたやうな

空き部屋の窓辺に残る秋扇
鰯雲出羽三山を越ゆる風伊勢服長嶋和子

廃校に秋初風の湿りかな
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父と子のボール遊びや赤とんぼ

甚平や板の奥座に胡床かく

苦潮や浅瀬に小舟蹟きい洲瀬野喜代子
関跡に首塚一基花茗荷
後 の 月 列 車 の 窓 に 同 行 す 〃 岡 内 藤 允 昭 青大将唾へ狐の目に炎

工事場の騒音途切れ三尺寝

芭蕉翁金沢入りの葉月かな西田たかこ
唐崎の松へ松へと蘆の花

ここよりは母許の道稲は穂に

いつの間にか耳に夜明けの虫の声

笑ひ顔同じ兄妹盆座敷道場啓子

かなかなや椎の影ある千代女句碑

望郷の山へ向く墓蝉しぐれ６

松手入腰に携帯ラジオ鳴る高木艶子一

石佛の阿弥陀かぶりにかんかん帽

お風入父の手擦れの歎異抄

遠ち方に観音立像夏木立臼村喜久代

それぞれの開それぞれの虫のこゑ

鳧の縄文土偶秋涼し
分譲の売れぬ区画や秋茜
そこはかと音連れ来り秋の風金沢石川純子
墳丘や猪あさる跡黒々と
潮騒の吃るがごとき青岬本多ひとみ ひび走る土蔵の蒻りつくつくし

水底の石の煙めき夏の川
烏瓜の白のひろごる共同井望月知恵子
熊蝉の声の真中を峠越え
ガラス戸に蟷螂の子のうすみどり

剥落の土塀続けり草いきれ望月敏男
千体の堂を出づれぱ残暑なほ
良夜なり子牛尻より立ち上がる

産土へ続く坂道蝉時雨望月ゑい子
障子打つかなぶん我を起しけり
大雷雨村を揺らして去りにけり

海風に野ぶだうの球磨かるる吉野美智子

枝跨ぎ枝につまづく野分跡

機内より覗き込む富士の初雪

夏果つる蜂の骸を蟻の曳く西田秀子
村雨や木葉隠れの秋の蝶

行合の空の夕映え草の紫
爺の家保育所となる夏休み川根本鈴木裕一

薄闇の電話ボックスみみず鳴く
藤椅子の父の手擦れに手を重ね

０

棚田なる夫婦の案山子見映えよき金沢庇田宏美

終戦日落暉に染まる村しづか

夫の墓洗ひ野の風清々し白山鶴尾正江

谷底の瀬音のすがし鬼胡桃

星月夜ピアノの音に窓を開け

葦の花女反り身に太鼓打つ谷内瑞江

宵山に踊る童女の黄八丈
露けしや艇長の遺書海底に山本一枝

釣鐘に記す母の名小鳥くる

新涼や衿すりぬくる風の息前川千代枝

香しき月下美人は日を知らず

しばらくは女のあそび更衣

賑はへる金魚掬ひや秋まつり敦賀倍野喜代子

松競の中に長鳴く法師蝋
大和路へ娘嫁ぎぬ稲穂波

帰省子に光陰早しベルの音

小夜更けて淡き紅さす月見草

蜘蛛の子の生まれ蜘蛛の囲虹色に
野菊晴れ芭蕉と曾良の句を詠めり

蕎麦の花大きく揺すり電車過ぐ柵井中石紀美代

刺す蚊にも好みありやと児の間へり１
五基揃ひ磯路神輿の出発す吉川攪子一

台風禍車大きく横転す
稲刈りし跡や鴉の勢揃ひ

鼬風去る屋根直しゐる男ごゑ

馬追の頭を越えて逃げゆけり

秋蝶の風に吹かれて無人駅救貿伊上はるゑ

風誘ひ穂波豊かに稲の花内池宏行

松大樹倒し台風駆け抜くる

雨止みて気比の夜店の賑はへり

台風の去りて地蔵の安堵顔

黙釣りに父の形見の竹の竿

燕去ってうつるふ雲の残りけり

地芝居の莚桟敷や草団子
遠流なる絵島屋敷や水の秋川口和代

鈴虫の龍を窓辺のカフェテラス

廃屋の庭萩の花ゆれやまず符挟藤原玉泉

奥宮の杜を冥くす葛の雨

台風の余波病窓の樹々騒ぐ醗中清水勝子

海境を目指す流灯急がざる

御神燈色なき風に揺れゐたり

病窓に錐鳩飛来涼あらた

我が星も銀河の中のひとつなり大阪入山繁幸

美濃遥か浮沼の菱を採りゐたり中川和子

６

ゑのころの穂はこがれ色退院す

一湾を桃色に染め望の月明打前島幸
流星のさそり座へ向け消えにけり

月下美人妖し一夜の夢ひらく小松肋田上幸子

大リーグ観客席の藍浴衣

客帰るひとりの庭の法師蝉

炎天の青信号を渡りきる稲岡相本和子

夏雲のガラスのビルに現はるる

秋の空庭箒手にたたずめり

終戦忌主食は芋と語り継ぐ
ゲルニカをじっと眺むる原爆忌徳勘平岡功

哲学の道立秋の風語る

亡き人は美しきまま九月の忌園田清子

秋の虹山ふり返るときに消ゆ

大和三山黄金の稲田見はるかす

古里は星の雫と稲の花宮西修一

終戦を知らぬ齢も七十路に

新松子波間に見ゆる魚の影古山晋介
新涼や水面に鯉の口開く

人住まぬ庭に白粉花乱る
蝉鳴けり海に太陽落つるまで山本瑞子

きちきちの四方に跳び散る水の先古山みどり

喪帰りの背にひたひたと虫の闇

無花果を狙ってゐたり夕鴉
隊長は四歳男の子の肝試し

寝転べば空の近づく星月夜

もの干せばそよと生まれぬ秋の風

猫よぎるシャッター通りの残暑かな

ひょっこりと雲のあひまに赤い月禰井木内マャ

夏風邪で潤む眼は母譲り

鉦打ちて乱舞収まる阿波踊小松島岡田あゆみ

とんぱうと頒け合ふ土手の夕茜
地蔵にも遇ひ大土手に蜻蛉追ふ

星掴む程に踊りの手を高く高月巌

仏桑花天草一撲の古戦場及崎丸本祥夫

虹立ちて夕餉の会話はづみけり

半月に届かむばかり場花火

終戦忌一気に水を飲みにけり
読経終へ童顔となる盆の僧那珂川高山ひさ子

ほる酔ひの膝くづしけり盆の僧

賑やかに媚の集ひ遠花火宮田千恵子

うつぶして昨日のままの捨案山子

風船のしぼむは悲し九月尽

秋の田の甘き風吹く夕べかな
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墓洗ふ蓮の花風うけながら
ありったけの爆竹精霊流しかな

台風の近づき風の生温き
鎮魂の涙に樛む大花火新渦佐藤幸示

青柿を落として鴉飛び立ちぬ西海山下敦子 暮 れ 残 る 庭 に の そ り と 蟇
初秋刀魚細身水に横たはり花村ヨシ子

野の風や箸休めずに栗ごはん

識ひのあと虫の声高くなり
掴れ池の底這ひまはる秋の蝶

ゆっくりと送る添ひ寝の団扇風三谷愛子

蓑虫や小枝にさがりゆらゆらと

螢袋咲いて下向き庭の隅
蝸や夕暮れ時に声揃ひ芳賀稲川清子

厨窓灯さぬままに秋の暮那馴謝花寛営
台風裡まだあたたかきパンを切る

病室にさめて届きい冬瓜汁

開け放つ島の座敷や忘れ草砂川道子

肩落し農夫眺むる野分あと

新築の祝ひと卓に大西瓜北井茂子

石棺の花の浮彫秋の雨

うなり立て鉢物倒す野分かな塙テル

消しゴムはレモンのかをり新学期

賢治忌やセロが奏づる星めぐり札幌島崎洋

カムイノミ神に棒ぐる濁り酒園田鶴子

草を抜く背に刺りたる日射しかな

兄の計に接して長き秋の雨
白桃の香る仏間や夕間暮れ其岡上野恭子

屋根の雨半音高き初嵐
無言館展出でて水辺の虫時雨

枝折りて厄日の風の過ぎ去りぬ

山里に案山子飾りて町興し鹿拙渡辺利子

せみが鳴く八月だもの当り前佐野磯貝綾子

住替へや青きほほづきみな剪りて

何処よりとび来しものよ文字摺草田邊政代

おだやかに過せし庭にバラ咲けり

人の名を思ひ出せずに八月尽多田陽子

落雷に巡査の汗の手信号

赤とんぼ群れ飛んでゐる原爆忌大川政子

署き日のカレーの辛き夕餉かな

吉田克己

骨箱の特需の記憶終戦忌

切り抜きのにはか歴女や九月来る木村君子

苔茂る走り根撫の地衣白し

秋澄むや水掛不動の割れ柄杓新潟榊原キヨ子

−63−

中の島薄き日射しの初紅葉
わたしを抱く叔父の写真や敗戦忌高田貴子

友逝きて菊月の哀またひとつ

冬瓜をかかへ秩父嶺はるかなり
にがうりや吹かるる風に花の落つ川越滝沢潤子
久しぶり窓をあけたる良夜かな
朝日あびポトス葉先に露を帯び千紫岡野惠美子

蘓原美穂子

水口にちよんちよんちよんと赤とんぼ佐野関口かつ子

駅前の白さるすべり小さき書騨

アンデスの紫芋や街のカフェ

主なき家に咲きつぐ凌霄花永澤千代子
蜂群るる沼の真白き大賀蓮

解体の鉄球の音秋暑し

草むしる手に混ざりたる茗荷の子杉田富美代
寝不足に朝から残暑迫り来る

天敵の無きかの如く葛の花佐な新谷八郎
帰り花防人碑から近きとこ
月ふたつ通夜の帰りの田圃みち有泉正夫
雲流る蝉は骸となりにけり

二拍子の張り声つづく神輿かな

あぢさゐの葉末枯れゐる夕の風久田洋康
掻曇り子らのはしりや夕野分

花 芒 野 風 と 遊 ぶ 日 和 か な 茂 木 弘 子 運河縁糸の解れし秋簾横川良子毛

身にしむやマルチーズの老衰は

枝先は水溜りぞょ萩の花

高稲架に谷津田の風の抜けやすし土汕澤照枝
縄張りはないのか谷戸の稲雀

潮風に海より青く青蜜柑船橋入河大

古書街の路地にも届く秋の風
日照雨過ぎ神輿も山車も動き出す米田敏子

立秋や夕暮の庭蝶現るるさ槌ま須藤初枝

雷鳴の雲引き連れる速さかな

建替か根こそぎ悲し百日紅中川泰夫

嵐去り朝顔ひとつ咲きゐたる

衣被泥落すことより始まりい草加鈴木清江

片蔭の途切れ駅まで急ぎけり松︾脈渡部洋子

再度読む晄惚の人夜半の秋

行く夏やかもめの群れの低く飛ぶ

ケアセンター土手満開の曼珠沙華川趣榎本美代子
お茶うけにフォークを添へしおはぎかな

大伽藍開けらる古刹つくつくし束京北口富栄

殊の外火星煙めく星月夜
どみ出して蚊を手に足に連れ帰る黒木敬子

４

奥宮へ燈のあとさき秋の蝶

火難水難止まぬ列島小鳥来る捌伽大林彬彦

夕空に富士くっきりと処暑近し

墓じまひ八丈の孤島や秋暮るる
蝿やナースコールの鳴りてをり八王子栗原紀美

色競ふ実りの葡萄甲斐の山刑中竹村晃子

友と成り障害の子と木の実独楽

言ひかけて言へぬ一言秋暑し東︽雌鈴木光正
束の間に晴れし濃霧や吾亦紅

東京の闇を走るや稲光鶴田智美
大漁の秋刀魚の眼空の青
藤棚の蔭にしばらく汗おさへ中嶋かつえ

点滴の上手なナース今朝の秋
空蝉の空蝉足場にしてをりぬ俄浜大駒泰子

星月夜物干台の天文台
兜虫八匹とれしと子の眼奥野周光
ペットボトル持ち盆僧は自転車で５

西村サカエ

大野分野球のネット膨ませ長谷川はるみ
青柿の落ちて坂道転がりぬ

訪なへる客の頭に守宮落つ加藤和子一

すいっちよの声植物園の細き道
木洩れ日の楓紅葉にやんはりと

パリ晩夏カフェーにひとり句集読む平子甲奈

泣き虫が椅子取りに勝つ赤とんぼ

秋のバラしどろに咲きて散りそむる

パリ祭や深紅のワイン注がるる

二 十 階 蝉 迷 ひ 込 み バ サ と 落 ち 藤 田 信 子 新麦の香煎自慢の老婆達佐藤正美

ずんだ餅分けあふ旅や鰯雲宮川昭子

パナマ帽真中に黒き指の跡

谷中路地行列の先氷旗松井宣夫

飛魚のひれの音聞く屋久島沖

つゆ草を食む黄金虫翅青く豊美佐子

父の梅蜜吸ふ目白のっがひかな

寒禽の穫物を足に押さへたる柴田雅春

山独活を丸ごとかじる山の日に

湯治場にもろこし売りの拡声機

鉦叩き姿も見せずたたきけり若林昌子

酷暑の夜道路工事の赤ランプ

浅間嶺や早も来てゐる竜田姫宮脇秋峯

家の前掃き清めたり門火焚く川崎青木明代

台風去って今日の夕焼の美しき

朝顔のカーテン越しにはひる風
星屑の降りしきりたり文月の夜武蔵野砂地宏子

６

立秋の程よき風に試歩ののび

ＩＣＵより病室へ涼新た金沢宮崎惠美

満開の紫紺のハーブ涼しかり

鶏頭花延命間はれ休すかな
赤とんぼ付かず離れず子の墓石保田ひろ

ガラス拭く雑巾持つ手蟆蛎来る 川 崎 安 田 良 子
コバルトの明けやらぬ空ちちろ鳴く

雨 ど ひ に 烏 が 水 飲 む 野 分 あ と 雄な佐藤千晴

がちやがちやの声に赤子は泣き止みて

ひぐらしや開け放たれて禅の寺

秋まつり衿足白き夕化粧戟側大田ふじ枝

蓮池や毛並繕ふ鳩薄目
山頂の赤とんぼみなホバリング 小 川 服 河 野 貞 夫

八海山に次々湧くや赤蜻蛉 蔽 沢 湯 浅 政 男
花カンナ海へ曲れる浜電車

秘仏訪ふ裾へ飛蟷のとびつづく

初生りの白無花果を一つづつ︑山朝倉みゆき

戸隠の新そば打ちや夜明け前

矢野喜久江

西村まさ

昨岡繁田たけ子

新出祐子

灯を下げて母は夜なべの着物縫ふ

花火客足下の花埴踏み散らし柵岡石原好宏

孟蘭盆会夫に供ふる缶コーヒー

飲み干して耳近づけてラムネ振る山本晴美

空よりの滝音あふれ碧き風

踊り子の項の白き笠の中徳励林早苗も

耳鳴りの止む日もありて秋麗

夜明け前出づる庭先虫の声 怯本藤森利子 新涼の座敷に囲碁の音静か吉田紫火

外国の孫と映画を夏休み
鼬風の最中鴉の声したり
ちちろ鳴く掃き寄す木屑匂ひけり

揺れ乍ら翅をたためる秋の蝶
取って置きの玉露一煎台風過
身に入みて首なし地蔵三基かな
花片を街へて飛びしばったかな

木が振れて倒れてをりし野分かな 金沢北野陽子

手取川の風に日毎の稲の色

田上ナシ子

鰯雲坂道あがり近づけり
秋の雲屋根に干したる枕四つ
子の指せる真夏の火星僅僅と

６

万象作品の佳句

飛高隆夫
武者ねぶた闇掴みゆく大きな手河野尚子
東北の早い夏の終りを彩る青森のねぶた︵弘前は﹁ねぷた﹂︶︒

う︒﹁種どさと蒔き﹂の種は俳句の種であり︑多くの同人・会

員を育てたことをも意味しているのだろう︒感謝の気持の込

められた句︒作者は日野の人︒

満水のダム湖精霊蜻蛉群る岩崎武士

ダムは多く渓谷や河川を元に作られるが︑渓谷の村を沈め

る場合もある︒精霊蛸蛉の一語から浮かんでくるのは︑その

んでいるかとも思えるが︑ダム湖の上に群れている蜻蛉の光

場合である︒精霊蜻蛉は︑この句の場合︑赤とんぼをそう呼

岐阜県郡上市八幡町の盆踊は︑踊りの期間が長いこと︑特

踊らんか郡上のまちに下駄の音北浦詩子

は湖水の成り立ちに思いを通ぶ︒作者は静岡の人︒

ねぶたは竹や木を使った骨組みに紙を貼り︑武者人形や悪鬼．

歩く︒勇壮な景である︒この句︑大きく眼を見開いた武者が︑

鳥獣などを作り︑中に灯をともして︑屋台や車に載せて練り
太い腕を天に突き上げているのであろう︒いうまでもなく︑
﹁闇掴みゆく﹂が一句の眼目︒作者は金沢の人︒

空っぽの花瓶口開く残暑かな石川裕子

ることで有名である︒作者はその郡上踊を見に訪れたのであ

に八月十三日から十六日は徹夜で踊ること︑下駄をはいて踊

ったのである︒その興薇が一句のリズムからも伝わる︒作者

るが︑街に溢れる下駄の音を聞くうちに︑自分も踊りたくな

空っぽの花瓶を見て︑作者はそれを﹁花瓶口開く﹂ととら
えた︒花瓶が花を求めている︑というのである︒残暑︑そし

兄弟は喧嘩するなと生身魂松本幸男

は札幌の人︒

て花のない花瓶と︑後出の︿玄関の壼に花無き残暑かな﹀と
同じ素材であるが︑一方は花の無いことに︑一方は花瓶その
ものにと︑焦点の当て方が異なる︒作者は静岡の人︒

﹁景章先生﹂と添書きがある︒大坪景章名誉主宰は五月十九

ないのである︒両親に孝養を尽くし︑兄弟相和すというのは

ろう︒それでも尚︑親にとっては︑子供は子供︒心配は尽き

生身魂と呼ばれるのだから︑その子供たちも相当の歳であ

日︑天寿を全うされた︒この句は名誉主宰の初期の代表句の

人倫の基本︒改めて親心というものを思う︒作者は東京の人︒

ひまはりの種どさと蒔き逝かれしよ喜多尾明子

一つ︑︿向日葵の倒れて種を投げ出せり﹀を踏まえた句である
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銀やんま風の軽さに群れてをり岡村純子
銀やんまの群れ飛ぶ様子は︑筆者には馴染みがない︒高原
か︑北の草原あたりの景であろう︒この句の眼目は︑銀やん
まの宙にとどまり︑あるいは︑にわかに進む様子を︑﹁風の軽
さ﹂と把らえたところにある︒銀やんまに限らず蜻蛉の飛ぶ

ようすには︑たしかにそういう軽さが実感としてある︒作者
は東京の人︒

玄関の壼に花無き残暑かな内田節子
玄関の花瓶に花が飾ってないことに気付いた作者︒︿暑き

いる図である︒嬰児の満足感と野分の過ぎ去ったあとの明る

さと安堵感︒﹁滴る母乳﹂という表現が生き生きと美しい︒作
者は柏の人︒
以下︑三句組から︒

炎昼や鎧はぐごと喪服脱ぐ福武幸子

﹁鎧﹂は戦場で着すもの︒気の張り詰める葬俄だったのだろ

う︒真昼の灼けるような暑さも戦いを苦しくしたであろう︒
作者は芳賀の人︒

女王花とも呼ばれる︑純白大輪で芳香のある月下美人は︑

香はしき月下美人は日を知らず倍野喜代子

暑さに対処するには︑物事をきちんとすることが大切なよう

ないことが哀れとも思える︒作者は敦賀の人︒

咲いて四時間ほどで萎れてしまう︒気がつけば︑陽光を知ら

故ものをきちんと並べをる細見綾子﹀という句があるが︑

か︒作者は船橋の人︒

東に満月北に稲光り南雲秀子

である︒残暑︒花の少ない季節でもあるが︑さて︑どうした

台風の去って悩みの戻りけり稗勝信

﹁東﹂は﹁ひんがし一と読む︒たしかにこういう光景はある︒

が多いのであろう︒作者は東京の人︒

厳しい現実をさらっと表現している︒今︑このようなこと

墓のみののこる故郷の墓洗ふ小池宗彦

句のリズムがよい︒作者は所沢の人︒

台風が近付いてくる時︑台風の最中にある時︑人の心は台
風への心配や対策で占められる︒だが︑台風が過ぎ去ると︑
その間︑すっかり忘れていた悩みが蘇ってくる︒人間誰しも
の心理をよく把えている︒作者は四街道の人︒

嬰児に滴る母乳野分あと村田由美子
野分が過ぎ去った安堵の中で︑若い母親が嬰児に授乳して
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〆
●・

年九月の同人句会は秋分の日の二十三日︑参加者は三十四名

一鮖捗霊溌が瀕縣遥識索鰡潔臘認螺
︽色烏や江口の君の塚いづこ名和政代
●勺

●や

︾﹁江口﹂は淀川右岸の名勝︒﹁江口の君﹂は謡曲﹁江口﹂の
︿中の遊女で西行との歌問答がある︒作者はその﹁江口の君の
︾塚﹂を探しに行ったのだ︒季語の﹁色烏﹂がいい︒

⑳今でも江戸川の松戸の矢切と葛飾の柴又間を結ぶ渡舟がぁ

﹃・﹄波たてずすすむ渡舟や水の秋赤堀洋子

一は一てず﹂が句のポイント︒

一ｐ 一る︒穏やかな日和︑周りの最色も舟の鮒の音も意外なほどの
一な一静かさに驚き︑水の秋を満喫している様子が分かる︒﹁波た

聯患雛咋雛呼戦唖騨溌轆雑
︾﹁紬﹂と言えば結城を思い出す︒今でも紬工房があり織音が

◆．

；︐︐列︑紬織る音に音なく桐一葉須賀允子

一塑蓋駐瀬蝿搬鮴畦燗捗鰄伽鍬澱陥脳噛て
︑

雑草にも秋の日差しのねんごろに三澤治子

夕暮れの雀が鴫けり地蔵盆谷田部栄

﹁地蔵盆﹂からは︑夕暮と湿り気︑そして何か優しさを感じ

る︒それらのイメージが︑﹁夕暮の雀が鳴けり﹂でうまく表現

供花にすぐ蜂のよりくる秋彼岸赤堀洋子

できている︒よく味わって句の良さを感じてほしい︒

春の彼岸ではなく﹁秋彼岸﹂がいい︒墓参りであろう︒こ

れから寒さに向かう秋日のなか︑挿した供花に蜂がすぐ寄っ

威銃日暮の早き裏筑波内海良太

てくるというところに︑何か温かみを感じた︒

﹁裏筑波﹂の﹁裏﹂に惹かれた︒﹁日暮の早き﹂に釣瓶落し

︵以上小林愛子副主宰選︶

の時期の感じがよく出ている︒﹁威銃﹂がとても合っている

秋薔薇のにほひ灰かや百人町島野ひさ

﹁百人町﹂は︑俳句文学館のある町︒この固有名詞がいい︒

天保の飢饅の塚や曼珠沙華中村弘

そして︑秋薔薇の匂いを︑灰かと感じた作者の感性がいい︒

﹁天保﹂は江戸の後期︒この句︑﹁天保の飢鮭の塚﹂が生き

られていることが多いが︑﹁飢鰹の塚﹂に合っている︒

生きと描写されていていい︒曼珠沙華は墓などの周りに植え

一合の栗飯炊きてつつがなし広瀬俊雄

︒合の栗飯﹂がいい︒連合いを亡くし︑自分独りだけの栗

飯を炊いているのだろう︒今日も一日無事に終った︒﹁一合

○毎

︾地味ないい句だ︒雑草にもあまねく日差が及んでいる︒対

︵三屋英俊︶

︵以上山田春生顧問選︶

の栗飯﹂が俳諾的なポイントになっている︒
︵以上内海良太主宰選︶

︽象と一体となっているのがいい︒地味な素材を丁寧に詠んで︑
︽作者の優しさを感じる︒
傘．

︑
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教室⑧
東京俳句スクール江見悦子

﹁季節風﹂葵句会荻野加壽子

原句銚子港の大漁願ひ鰯雲

添削句銚子港の午後の櫛けさ鰯雲

朝に開き夕に閉じる木橦は︑紅色から淡紅色︑白色と様々

作句時間は十分から十五分︒この時は季語﹁鰯雲﹂と決まっ

一文字織り込んでもう一句投句している︒題は直前に決定し

毎月の句会では五句投句以外に席題として季語︑あるいは

に美しいが︑そのはかなさを思うと白木樫が仏花にふさわし

掲句はその中の一旬︒原句の中七﹁大漁願ひ﹂は漠然とし

た︒みな自分の記憶の抽斗を開け︑必死で作句︒

語順を入れ替えて﹁供へたる一輪﹂と投げ出し︑﹁今朝の白

けさ﹂と中七を変えたことで︑より午前中のにぎやかな景が

も魚もいなくなってしまった午後に焦点を当てた︒﹁午後の静

ていて季語が生きない︒そこで︑蝿で活気づいていた港が人

木槌﹂と続けると︑露を含んだ様も想像され︑作者の思いと

季語に大いに働いてもらうことが出来た︒

浮かびあがり︑そこから見える鰯雲へと目線が移っていく︒

原句エアコンを弱く漆塗りする博署かな

この句の作者は蒔絵師として活躍されている男性である︒

添削句瀞暑なほエアコン弱に漆塗る

われる語だが︑﹁存在の場所や所有する者を表す﹂︵明解国語

原句は上五が上八となり︑いささか字余りの上︑事柄だけ

の風に注意しながらも︑昨今の異常な暑さの中で一心に作業

署﹂を生かし︑さらに﹁なほ﹂としたことで︑漆塗りに禁物

で切れがない︒そこで順番を入れ替える事とした︒季語﹁淋

﹁山荘に﹂では作者と珈琲の関係が間接的︒﹁山荘の﹂とす

み手に伝わる句になったと思う︒

する作者の姿が描けたのではないだろうか︒作者の思いが読

ると︑朝の珈琲をゆったりと楽しんでいる作者の姿が想像さ

の用法の多くは︑あとに続く体言を修飾するもの︒

辞典︶とある﹁に﹂の場合は︑時に説明的になりやすい︒﹁の﹂

助詞﹁に﹂と﹁の﹂の違いを考えてみた︒どちらもよく使

添削句山荘の朝の珈琲霧深し

原句山荘に朝の珈琲霧深し

仏珊の清らかさが際立つ︒

的︑また﹁供花とせり﹂も表現として硬い︒

﹁白木槌の今朝の一輪を供花とした﹂という詠みぶりは散文

い︒作者は朝一番に開いたそれを仏壇に届けたのだろうが︑

原句白木樫今朝の一輪供花とせり
添削句供へたる一輪今朝の白木樋

削

れる︒霧の深い高原の朝である︒
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添

同人会便ウ
第一回中山純子記念俳句賞作品募集
故中山純子先生の功紺を顕彰︑記念するために企画した
ものです︒毎年一回作妨を同人より募り優秀作を表彰当万
象﹂同人俳句の向上︑発展に資するもので︑多数の応募を
期待いたします︒細目は次の通り︒

応募資格﹁刀象﹂同人に限る

作品一人十五句︑未発表作品に限る
四百字詰原稿用紙︵Ｂ４判︶とし︑冒頭欄外に
題名を記入のこと︒一通︵コピー可︶提出︑原
柵は担当者が活字化し︑コピーしたものを選者
に送ります︒末尾欄外に住所︑氏名を明記のこ
と︒他のものを同封しない︒封筒に﹁中山純子
記念俳句徹応募﹂と朱替のこと︒

選者内海良太︑小林愛子︑原川しずえ︑福島せいぎ︑
飛高隆夫︑江見悦子︑柳澤宗正︑井村和子

三丁一ｒ三一五

吉中愛子

締切平成三十一年二月十五日
宛先﹁万象︲一同人会事務局
〒隅１噸町田市三輪緑山一

入賞発表及び授賞第十六回﹁万象﹂同人会総会︵平成三
十一年四月十六日︶に於いて発表及び受倣者一名に賞状と
副賞を贈る︒

ⅡＩ

１ダイム⑳

︻問ｌ︼欣一・綾子の冬の句です︒空所を埋めましょう︒

１．行く年の日暮れて洗ふ︑Ⅱ川Ｕかな沢木欣一

ア硯イ眼鏡ウ湯呑エ両手

２．茎漬に︑ⅡⅡＵのやうに塩をふる細見綾子

ア霞イきららウ琉珀エつぶて

３．遠野なる︑Ⅱ川Ｕの皿の氷かな沢木欣一

ア赤絵イ河童ウ硝子エ仏

４．白鳥に到る︑ⅡⅡＵを見とどけし細見綾子

ア虚空イしじまウ暮色エタ日

５．︐ⅡⅡＵが古本選ぶ眸をよぎり沢木欣一

ア風花イ木枯ウ竹馬エ火の番

６．冬の﹇ⅡＵはかなさはあざやかさとも細見綾子

︻問２︼冬の季語です︒読み方を答えましょう︒

ア霧イ塵ウ虹エ雷

４．棟５．氷下魚６．埋火

１．垂氷２．滑３．悴む

︻問３︼文語文法や表記法は正しいですか︒

１．寸分の隙間うかごふ隙間風冨安風生

２．山道に雪掻かれあり小家かな高浜虚子
３．学問のさびしさに絶え炭をつぐ山口誓子

４．大仏の冬日は山に映りけり星野立子

︵解答は本号の﹃東西南北﹄のページにあります︒︶
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大会・事業
残念なことに大坪景章名誉主宰が五月十九日に亡くなら
れ︑二十三日の葬儀では内海主宰による弔辞が捧げられた︒

﹁万象﹂誌

﹁万象﹂誌は創刊から十七年目︑通巻二百号となった十一

旅養中の大坪般瀬名誉主宰が逝去されたため︑名誉主宰の

月号では特集が組まれた︒

作品は六月号までとなり︑七月号より内海良太主宰︑小林愛

平成三十年の各地の新年俳句大会は︑一月八日に中央新年
俳句大会が銀座アスター・お茶の水賓館︵講師・江見悦子︶

子副主宰作品に続き︑万象作品の選者︑編集人︑同人会会長︑

内海良太主宰の﹁統・万象と共に﹂は二十川回となり﹁同

顧問の作品は︑﹁風音集﹂として纏められた︒

で開催したのを皮切りに︑一月十四日に北海道支部が味の巣
﹁円山﹂︑同じく﹁季節風﹂がゲストハウスアンジョーヌ︑

人作品﹂﹁同人作品の佳句﹂は内海主宰による︒﹁万象作品﹂﹁万

一月二十一Ｈに新潟県支部が料亭﹁秋やま﹂︑一月二十七ｎ
に﹁栃の葉﹂が佐野の料亭﹁丹波屋﹂︑石川県支部が二月十

連戦は内海良太句集﹃冴繊﹄の口選句鑑徽︑小林愛子句集

象作品の佳句﹂は飛高隆夫が担当している︒

第十江︑﹁万象﹂同人会総会は四月一・Ｈ︑東京の台東区民

象俳句岱︑新人賞の表彰と新同人十四名の発表があった︒ま

より水野加代から大村峰子︑﹁同人作品評﹂は四月号より大

ノオト﹂も統いている︒作舳評では﹁特別作品評﹂がＩ月号

に連戦されている︒会員の方を中心としたｎ曲投稿の﹁万象
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五日に西光寺でそれぞれ開催した︒

会節で開催︒役貝改選の年に当たり会長は福島せいぎより柳

入っている︒古典を学ぶシリーズの﹁蕪村処々﹂は十月号で

鑑衝は﹃阿夫利﹄が三月号で終り︑四月号より﹃辻楽師﹄に

終了した︒﹁俳菩探訪﹂は山本とく江から交代して六月号よ

り小林愛子と占川京子が苫いている︒﹁選者のはなし﹂は二

た井村和子︑中條睦子による中山純子を語る座談会があった︒

﹁私の一冊﹂﹁文学散歩﹂﹁郷士の俳人﹂﹁添削教室﹂は隔月

十六回となった︒

翌三十日は子規庵︑朝倉彫塑館︑諏方神社等術谷︑日暮里駅

の色紙︑内海良太主宰の︿梅鉢の幕の中より初鼓﹀の色紙と

｜月号大坪景章主宰の︿しほさゐを聞きたし椿垣の家﹀

各月に掲救した特集は次のとおりである︒

朧評﹂は瀬谷和代が醤いている︒

木茂から広瀬俊雄に交代した︒三ヶ月毎にのせる﹁万象招待

として日暮里サニーホールで行った︒

成田山書道美術館︑六月十二日に東京支部が発足三周年記念

川県支部がかながわ労働ブラザ︑五月十二日に千葉県支部が

内海主宰を迎えての吟行会としては︑四月三十三Ｈに神奈

周辺を自由吟行した︒

子が代表して献句︑曽根満が献辞を捧げた︒大会の席上︑万

グウッド︶で開催︒まず大坪景章名誉主宰の遺影に前田貴美

﹁万象﹂全国俳句大会は卜月え十九Ⅱ︑東爪︵ホテルラン

に吉中愛子︑副幹事長に古川京子と新役員が発表された︒

澤宗正に引き継がれ︑副会長は中條睦子と山本麓潮︑幹事長

｢万象」この−年

新春特別作品は中村千久の﹁渡良瀬の秋﹂十五句︒

島せいぎ︵徳島︶︑前田貴美子︵沖縄︶︒全同人による﹁私の

田美穂子︵静岡︶︑井村和子︵石川︶︑山本麓潮︵敦賀︶︑福

木喜美代第一句集﹃白萩﹄をそれぞれ刊行した︒

をかけて﹄︒五月︑谷田部栄第三句集﹃鮎のころ﹄︒六月︑服

句集・出版物
平成三十年三月︑平子甲奈︑嘉子合同句集﹃空に俳句の虹

十二月号エッセイ三原英俊﹃沈まぬ太陽﹄と﹁万象﹂の縁︒

一句﹂︒新同人発表︒

年頭の挨拶︒平成二十九年十月の第十六回全国俳句大会記︒
二月号中央新年俳句大会での江見悦子の講演録﹁石狩．
尚古社と井上伝蔵﹂︒

三月号中央新年俳句大会記︒編集部による﹁沢木欣一先
生の月評から学ぶ﹂︒

四月号新年特集として北海道支部︑新潟県支部︑﹁栃の
よる﹁新同人競詠作品﹂︒

葉﹂﹁季節風﹂︑石川県支部の新年俳句大会記︒新同人九名に

受賞・新同人
第十六回万象俳句衝は三十八編の応募作の中から宮城勉

の﹁礁湖の風﹂︑岩崎武士の﹁五箇山泊り﹂が受賞︒佳作は
雲秀子が受徹した︒

望月敏男であった︒第十六同﹁万象﹂新人衝は大久保進︑南

う﹂︒純子忌に寄せて井村和子の﹁繍士霊園に純子先生眠る﹂︒

上岡佳子︵栃木︶︑桔梗純︵町田︶︑澤照枝︵北浦︶︑島田和

岡︶︑岩崎武士︵静岡︶︑大久保進︵川崎︶︑勝水享子︵札幌︶︑
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五月号沢辺たけしによる﹁新同人競詠作品評﹂︒
六月号第十五回﹁万象﹂同人会総会記︒
七月号同人会総会で山田春生の講演録﹁欣一俳句に学ぼ

八月号第十六回﹁万象﹂新人賞選考経過と新人賞の発表︒
九月号﹁大坪最章名誉主宰を悼む﹂で内海主宰の弔辞と
江見悦子の﹁緊章先生お世話になりました﹂︑小林愛子の

代︵船橋︶︑横川良子︵佐倉︶︑吉野美智子︵静岡︶の十四名

枝︵佐野︶︑下嶽孝一︵東京︶︑南雲秀子︵所沢︶︑宮本加津

全国俳句大会において︑石川純子︵金沢︶︑石川裕子︵静

﹁中折れ帽﹂︑飛高隆夫の﹁景章さんさようなら﹂︑福島せい

中村阪子さん︵一月弐十二日・沖繩︶︑・二澤いつ子さん

物故同人

が新同人として発表された︒︵以上敬称略︶

句会の始まり﹂︑曽根満の﹁井川を愛された景竜先生﹂︒編集

根︶︑大坪景章名誉主宰︵五月十九日︶︑山内なつみさん︵八

︵三月二十Ｈ・茅ヶ崎︶︑奥山テル子さん︵四月十三日・東

月十三ｎ．みよし︶が亡くなられました︒

ご冥福をお祈りいたします︒︵榎本文代︶

十月号第十六回万象俳句賞の発表︒谷田部栄第二句集
十一月号創刊三百号に寄せて松原智津子︵北海道︶︑神

﹃鮎のころ﹄を江見悦子が鑑徹︒

部による大坪躍章百句︒

吉中愛子の﹁東船橋句会から思うこと﹂︑内藤恵子の﹁赤坂

﹁景章さんと共に﹂︑松腺智津子の﹁景章語録を忘れずに﹂︑

ぎ﹁師父のごとき人﹂︑原出しずえの﹁明け易し﹂︑山田春生

｢万象」この−年

﹁万象﹂中央句会九月例会

内海良太主宰選

身篭りの土偶の胎も秋思かな

空襲の空のあかさや遠花火
鳴き出してより虫龍のやや重み

稲の花つづく筑波の裾野まで
村ぢゆうを胡弓がつなぐ風の盆
数珠玉を零さず数珠を刈りゐたり

伊吹山過ぐや車窓に秋時雨
墓のみののこる故郷の墓洗ふ

天然の風木歩忌の蝿田川
古民家のガラス月光歪み来る

聴力の検査ささやく虫の声

盆栽の樹齢千年なる秋思

悲しびに陛下より添ふ馳風禍

刻まれし藁の匂ひや刈田道
綾子忌の近し丹波の空碧し

爽鞭や三百年の松の艶
飛高隆夫選

黒砂の浜にたためり秋の波
舟で着く色なき風の浜離宮
大川に両手を合はす厄日かな
黙もくと人の後つく残暑かな

平成訓年９月１日
東京文化会館記名

江見悦子
赤堀洋子
谷田部栄
島野ひさ

吉中愛子

綱島清
桔梗純

江見悦子選

村ぢゆうを胡弓がつなぐ風の盆綱島清
製富士の秋雲まとひうす蒼し山本右近
図杏飢の窓向日葵の災ばかり内海良太
湧水に触れんばかりや薄紅葉増田幸子
白粉花や利根川のぼる潮の風佐藤晴子
砂利を踏む足に変へ厄日愛し山本右近

厄日なり三毒嶺に霜つぎつぎと増田幸子
落蝉のいのち抜けたる腿さかな雅商隆夫

空に富士野に秋あかね武蔵野は山口素基

黙祷の一分間の蝉しぐれ谷田部栄

原川しずえ

小池宗彦

苦瓜の葉のあはひよりよつこらしよ砂地宏子

図普館の窓向日葵の喪ばかり内海良太
長谷川信也

墨堤の秋風潮のかをりかな原印しずえ

せりあがる謡の声や水の秋小池宗彦
盆栽の樹齢千年なる秋思山口素基

下獄孝一

長谷川信也

﹁万象﹂同人句会九月例会

Ｈ

俳句文学餓郷名

平成加年９月

秋の蚊に刺され飛び石踏み外す佐藤晴子

山口素基

奥太雅

内田郁代

内海良太主宰選

⑬色烏や江口の君の塚いづこ名和政代

山本とく江

江見悦子

トシ恋し石ころ恋し贋治の忌松原三枝子
供花にすぐ蜂のよりくる秋彼岸赤堀洋子

人麻呂の挽歌切々秋の声三屋英俊

原Ⅲしずえ

島野ひさ
長谷川信也
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夕蓉の襟が鳴けり地蔵盆
黄門の案山子の見張る稲川かな

波たてずすすむ渡舟や水の秋
門前に垂るる糸瓜を皆撫づる

掃溜めを褥に冬瓜粉噛けり

紬織る音に音なく桐一葉
姥捨の踏切渡る月夜かな
雑草にも秋の日差しのねんごろに

竹の春松虫寺に姫の廟

微笑佛並ぶ山寺きりぎりす
婚の荷の紐の紅白秋うらら
髪染めて夫の墓へと秋彼岸

榧の実や尼将軍の化粧井戸

威銃Ｈ藤の早き典筑波

天平の古道紫苑の丈高し

一合の栗飯炊きてつっがなし

天保の飢餓の塚や愛珠沙堆
秋蝉やさざれ石積む姫の廟

瀬川村海灘海野;￨本
俊郁
保宗良ひ
絢

︵ＪＲ横浜駅西口より徒歩約ｎ分︶

期日２０１９年扣月羽日︵火︶
会場ホテル横浜キャメロットジャパン

第肥回﹁万象﹂全国俳句大会︵予琶

お知らせ

▽中央句会吃月２日⑪東京文化会館午後１時より
▽同人句会吃月皿日㈹俳句文学館午後１時より

広内中内柳内島谷山

﹁万象﹂第１回全国俳句大会開催場所と同じ

有志吟行句会２０１９年叩月鋤日︵水︶

吟行地横浜市内

句会場横浜市内︵未定︶
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かまっかや古地図に牢屋辻番所

島野ひさ

騏繍灘:郷§M 澤鯛劇辮鯉＃

江し子代雅代子里子生栄

生江弘代太代子子子栄

身に沁むや繭額にある姫の性

小林愛子選

⑯夕暮の雀が鴫けり地蔵盆
実のつかぬ無花果切ってしまおうか

供花にすぐ蜂のよりくる秋彼岸

すべり止めの靴下真赤敬老日

芭蕉句碑に拓本の痕秋風裡

威銃Ⅱ聯の早き典筑波

姥捨の踏切渡る月夜かな

天保の飢鯉の塚や曼珠沙華
渡舟より二人降り来る秋彼岸

荒凡夫兜太恋しや柿の秋

山田春生選

⑮秋薔薇のにほひ灰かや百人町

111沢三内奥名須竹赤lll谷

山111中名内赤須赤久谷

雄代弘子正太さ栄子
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東京吟行俳句会柴又帝釈天へ
④
覧

第六十六回東京吟行俳句会は九月二十一日︵金︶葛飾区の会
柴又帝釈天︑矢切の渡し周辺を吟行した︒秋雨のそぼ降る生句

憎の天気だったが︑その分︑静かな帝釈天や寅さん︑さくら

一日を過ごした︒参加は山田春生先生ら十五名︒句会は﹁柴

の立つ参道︑彼岸花の咲く江戸川堤を散策︒ゆったりとした

又学び交流館﹂で行った︒︵南雲秀子︶

川霧や矢切の渡し閉ざされて南雲秀子

秋深む柴又に買ふ草団子桔梗純

佃煮の匂ふ参道秋深し草間三香子

蓮は実に静かに雨の降りつづく宮本加津代布
閉ざされし雨の渡舟場昼ちちろ山本とく江
江戸川の土手にひとむら彼岸花柴田雅春
閉ざされし雨の渡舟場曼珠沙華坂本具子

柴又に平成最後の秋惜しむ津金房子

秋諜の音なき矢切の渡しかな山下良江

ふうてんの寅さんやＩい秋雨ぞ山田春生
鰡一つ跳ばぬ江戸川うそ寒し原田しずえ

朝からの雨にけぶれり秋彼岸内藤恵子
秋雨に濡れて素足の寅さん像山本絢子

回廊の下蝉の穴数多あり降幡加代子

秋の雨維鳩抜くる二天門赤堀洋子

句会名

：

開催日時

；

会

場

：

指

導
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金沢文庫輔3日･l時
戸塚品濃輔2月･1時

：谷津坂会館
：品濃ｸﾗﾌﾞ

：教育文化会館

桐の花鋪3月・ IO時半:俳句文学館

………i･……･………･…･………･……．!…..……………・

：太陽の郷

静岡青葉鋪4l日･9時半:大里雌涯学習センター
葵擁1日･1時半：大里′￨;涯学習センター
i大里生涯学習センター

雑1根

………

;海野

：井川小学校

聖鋪$l土・7時

……． ． ,…………i……･……･……･…i…………

……･……，………i……．,．…………

：吟行地

；四商記念館
i西光寺

……..…………i…．．……･……･…・

山鋪4l日･l時

：長町研修館

I泉野IXlill館

......….

.......．; .…….......……..、

………………. ,i…･…………･……
......．…...．．．…．;.．．. ．…．．．…．.…．．．．

: III付愛子 lll村愛子iO76‑242‑1563

…･ ……･……･ ･i…．．…………･……;･…･…･… ･……･･･……･…･･…;……………･…・・

やよい鋪3木･l時

番制!0545‑78‑0591

.．……….…..…i…………･………・

：岸川素粒子 岸川素粒子:076‑237‑5185

……,．……･……i…･…･ ･………..…･i……･･… ･ ･･ ･…………･………i…………………

ぃづみ鋪3月･1時

呂而l !0545‑63‑5697

. . ........... ....．. ．；...．.....．．．．．..．...．．．

; I1!條睦子 佐野和子:076‑261‑2997

… ……..……..§……………………;…………………･…･………･…i…･…･…………・

尾

･･･………

．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．．;...........．．．．．......．

：井村・谷渡 後藤･ RMIII :076‑231‑4717

･…･…………･…1,．……･ ･･…･……･･f………．．………,…… ･………i…･ ……………

菊鋪4水･l時

操:054‑260‑2058

……..…………i………

：神III美穂子 411

…………………i………･ ･…………･i……･……………．.……･･･……!････……………・・

白

･･■●色白■■■色GB●①Gaa●●●■■△●●●

………………..i･･……………･…・・

宮士花野蛾終金･9II＃半:富士駅北まちづ<Iﾉｾﾝﾀｰi神IⅡ美穂r･ 縣

あかね鋪l木･l時

■

：南アﾙプｽ井川観光会館：榔野みち子 宮崎みゆき:054‑260‑2117

………･……･…･i"･…･…･…･………i･…･…….． ………･……･…･…;…………………

富士吟行：随時

■

i大村峰子 望月知恵子iO54‑260‑2149

,…････……．．……i…………･……．．…･;………．．…･…･…………･……．i………･……･…・

井川

▲｡

. ．…．．．．．．…．…．．；….．．…．…．．．．……

勲 艇烏

．.,.……･………･i･･･ ･………･ ･ ･…． ．…i………………………．．…･…･ ･･i…･……･………，

井川山法師輔4土･3時

･■■■■bbBb

満 小川明災:054‑283‑6233

･…･……….……i……….…..………i･……･……･…･･……････ ． ．…･･i･…．．… ･………

;井川小学校

BBG･■

：交代制 縢原千代f:054‑286‑3719

, …･･･…………･#…………･……．．･･･i･……………………･･････ ･……｡i…･･･

: (投ｲﾘ･通信）

... . ............ ． ．．．；．…．．...．..．．．．．．．...，

；小川明美 松永光代:054‑283‑6233

………….………･…………･･………･;….…………･…．．…･…･…･…･･i……････ ･………・

初花教室輔3水･ l llｷ半:大里ﾉl批学習センター

............... ... ．．；．．. . ．．．．．．. ．． ． ．．．．．．．.、

；大艇文昭 大長文lli{ :054‑282‑lO63

,….…．．．…．．……0．…．…．．……．…….i，．．……．．．．…．．．…．．…．．……….;．…．．．．．……．．．…

小判草輔1日･9時半瀞勵￨i勝町市民センター

……･…………．!･･･……･…･………

:藤原千代丁･ 藤原千代礎054‑286‑3719

･ ･………………･,i…．．…･………･…．．!…･･…･……･……………････…･i"………･………

静岡木曜鈍3木･l ll＃半：大里生涯学習センター

･…………….…i………．． ･………
．．．．．． ．． ． ．．．．．．． ． ． ． ． ；．…．．．．．．．． ． ．． ． ．．．．．．、

：荻野加壽子 石川裕子:054‑282‑8577

. .………． ． …･…I..･･……･………･…i･……………･…･………･･･……i･…………･……・

井川お茶壷鋪4土・3時

．…･････………･･i…･………･･…･･…

：神III美穂子 吉野美智子:054‑281‑9827

･… … ･……･…1．.………………･･ ･･i…･…．． …,．……･…･…………i･… …．．………・

登呂通信リ1 1回

.･………･･….…i……･･….．………．

；三灘治子 久保田猛l:f:0467‑86‑5847

.…..………….…i……．.………….…;･･･…･…．．…･………………･･…9..……….………

静岡大里鋪l水･l時

…………．．…．！……………･…･…

：吉II! ･佐臘 佐藤和f･ :0463‑93‑3979

． ．……･…･･……．．!……………･ ……;..……… ･…..………'……･… …･ ･ ･ ………･･･・

静岡

.。．・・・．．､ ．・・

:fiII IH雅子 猟賀・赤堀iO3‑3729‑9554

伊勢原鋪4水･ lOⅡキ ：中央公民館
茅ヶ崎あかしあ鋪l火･l時

。・・ ・ ・・ ・・・・・・…・・・・。！。…。．．..．

i柳鰯・新妻 新妻奎子;044‑573‑9249

…………･…･…･･i･ ･……….､.……….i….…･･……………･…………．｡i…･……,…････…
･…………………;………．.

匝川満附:0467‑32‑6578
…･･……………§……………．．……

:榎本文代 榎本文代:045‑953‑誉1246

･……･…． ．…;………･…………･……･…･…･･i･…･…….……..．

崎鋪1日･l時

...．……．．．……. 6．.…．．．．．……．．．．…

： '恒川清剛

ﾓザ鋪l木･10時半;榎本文代宅

…………･…･…･ ･i…･

･ ･････….．. ．…･･§…………･…･……
．． ．．．．．．．．．． ．．．．．．． ．；.. ．. ．．. ．．．．．．． ． ． ．．. ．．．、

；大橋雅子 加藤和r･ :045‑773‑6961

……･……･….…･i……………………i…．．……･･･…･･･……………･･･ ･i…….………….、

川

.…i………･……….…

：仲lll秋岳 仲lll秋脇:045‑761‑7105

．.…･ ･ ･･……･……!…… ･…･………･･i･･……･…･･ ･･………･ ･……･…･ ･i･…･……･…..…．

ﾐ

………･…･

ひ輔4火・11；午 :上141根ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ I榎本文代 後藤lli'if:045‑954‑1519

,． ．……･…･…….．'･ ･･ ,………… ……i………･……………..…･･･ ･･…･i…･･…………. .

磯

事：幹事電話番号

：小林愛子 西本才子:045‑311‑"1140

…, ･……･…．．…i…． ．……………･…i･……･…･………… ………･…i………….…….

あ

幹

･…･…･……．…･；･･……………･…･・

；泉野lilili館

................．…；.．．.....．．．..．....．．．．．

: lll村愛子 水上依乃:076‑244‑1530

…．.……･………i……………………i…..…… ……･………･………i……･………．．…

........…......…;..…......…..…...．

: I+1付愛子

lll村愛子;076‑242‑1563

･……． ,.……･…．!…･ …･…･………．！…･･…･ ･…･…….．… ………･;…･……･･………

.................． ． .;.．．…．．．．．．.....．．．．.、

若

草鋪l土･l時
柊

鋪l水･l時

；中央公民館長町館
：新保ふじY･宅

：新保ふじ子 西田たかこ§076‑263‑2714

.………･…….…i･…･…………･･…．｡;･…………………･………･…･･･;………･………・・

蘭

鋪3水･l時

：泉野図瞥館

．…･……………！.．……………･･･…

：井村和子 後藤･ llilII :076‑231‑4717

句会一覧③
−77−

句会名

：

開催日時

；

会

場

i 指

導

..…｡.'………･…!.……･ …… ……;…･……….………. . .………i,,…･…….…….、

幹

事：幹事電話番号

･ ･…．．……･…． i…･…･…

……

小金原鋪2,4金･1時半:小金原老人福祉センターi沢辺たけし 野田成夫:047‑341‑7402
．…．．．．..…． ． ．．．．.；.…．.…．．．………．、
.….. ……･……i･………………･…．i･･…･….……….…………….…i･･･………………

西千葉鋪1日･l時

：千葉市C.C.松波分室

：赤堀洋子 赤堀洋子:047‑461‑5946
....．…．．………．；． ． ．….…．．．．………

..….….． . ，'…･･i･…･…･ ･ ………･;･……….… ……. ,……………i･ ､･･…….….… ，

田擁l l:l・1時半狐街道市文化センター狼k･佐織.縦 塗木翠裳:043‑312‑0849

成

.… ….…･ ･ '……i･･…･･…………．．…i…………..……... ……...…･ ･i"･………. ……

う

すゐ：第3〃・l時

･ ･…………

……･……………………!…･……….……….….………. . !..… …….….…

しおさい第4水･l時

…………… …．i……･… ……･…・

；内海良太 内海保子:043‑4189‑5661

i臼井ニツコー会館

：船橘市勤労11眼センター：内藤.松原三

.…….……｡ .……i･…･…･………．．…･i…… ･….…...….… . .……,i…

………. ,…

.9 ・・

■ ・・寺■q･■●■◆◆令①①●■poB■▲①｡・色白 ・・・｡ ｡｡・・■■ ・・･

片桐帆一:047‑426‑

1376

...．….…………；…．． , ．…………．…

iO43‑255‑6577
賀第21̲I．1時半梛撹コミュニティセンターI Iﾉj海良太 間野惠美f･
．…...……....…;….….......……..、

都

.……. ･………･･i………･………･…･;･……………… ………………§.………….….…

柏

第2M．1時

i ll l本とく江 内田郁代:0,1‑7163‑6810
．……………．…；…．．.…．．…．……．、

；柏市中央公民館

…………………･i……．．…'…………i…･…….. .……………. .………i･……,. .………

宮の杜鋪3火・正午：船橘市宮本公lも館

：良江．幹也 櫻井住江iO43‑256‑6898
..…．．．．…． ． ． ． ． ．．．i………．…．．……．、

東京吟行:奇数月

: ll lm春生 内藤恵子:03‑5605‑8445
…....．．．．……．．．；…．.…．…．．．．……．

..……….

……,…･…･…

…．…i･…． ｡……･…･ ･･ ･ …..…..…･･i･,……..….….…

；吟行地

･……･…………･･！．．……..…………..9.……. .……..….

…….……….…….…….….…

鯨俳句ｽｸｰﾙ第2火･l時半油井戸地域IJ<氏ｾﾝﾀｰ;春生.悦子 吉中・藤III:044‑986‑1667
･･･…………･……i･………･･……. . .…;....……….. .…. …..…….…!…….…….……．

練馬辛夷擁2水・9時半紳馬勤労福祉会館

..….．……………i･･…． ．………･……･i……. .…….…….….…………. i･･. .………..……

成増けやき第2木･l時板橋区立アクトホール

……….………．i…………･…･…

! I II冊春生 宮脇秋糸:03‑3925‑4'170

；原田しずえ

．…………………i……….．…･………i･……………...……….…….…i･….……….……

oq ①けり ●｡◆■■■●●GbCも◆●｡■･･■･◆■･己ら■ 。。■

■ ｡・・色色be凸①

ド嶽孝‑:090‑3510‑7"171
．． ．．．．．．．．．．．．． ． ． ． ． ． ；．．．…．．．．. ．．. ．．．．．..．、

純:042‑726‑017'l
郷第3水･1時半;文京区男女平群センター! I II本右近 桔梗
． .…….．．……. ． ；．……．…． ．……．…

本

……….………… ……･ ･ ･…･… …･…i…………………….…….……． i････,･……………

杜の会溌l火･1時

i文京区男女平等センター#内藤．山本勘 軍間三秀r･ :03‑3975‑5983

…..｡. .．………･…§……………………i………….………..……………i･……..….…..…

花

……………….…i…･………･･………i･……･…….……..….…………！. .…. .…..………
…………….……i………… ..…･…･I………….….｡. …..……….…i ･……….… …

小松川鋪ll]･10時

･

口 ・・0･・・・■・・・｡｡F■

p ▽q

町 ■旬．．p･寺

.....．….．．．．……；．．．．…．…． ．.…．．．．．．

；正子．允r･ 加賀･喜多尾!03‑3392‑3281

1吟行地

花桐吟行鋪31:

■. ．．｡■・・①■・・・・・■

：正子．允子 加賀･喜多尼:03‑3392‑3281

桐第2水･ lO時：俳句文学館

…．．．．．． ． ． ． ． ．．．．． ． ． ；． ． ．．…．．．．．．. ． ．．．．．．，

i江見悦子 田崎･長谷川:03‑632:1‑5796
…．．．．． ． ．． ． ．．．．．．. ．；..．．…．．．．．．．…．．．．．、

；松葉会館

｡.….…….….…･･i…..……･………･･･i…….……….….………………i….…….…….…

卯

月鋪3火･l時

….….….…. ...…1.．……

北

i練賜勤労福祉会館

：谷田部栄 松本幸リjiO3‑3978‑5226
．． ． ．．．．．．…． ．．．．．．． ；…．…．．．．．．．． ． ． . ．．．．，

･･･ ･……i･･,････….…….. ………………i….…. .……

町鈍l l｣･l時

：谷田部栄 島野ひさiO3‑3934‑6565

：北町地区区災館

･……･…….……･i……………………i………..…....…….…...….…. …………………

さ

く

ら；第2日・l時

..．…．．．.……．．．．;.…．.…．．．．．． ． ． ． ． ． ．．、

:谷Ⅱ1部栄 長谷川信也:03‑3931‑6200

：練馬光が丘図il;"

.…....… ………i,……．．……｡,……．i･……….……. …………….…i….……….….…

･…．．………．．…i……･………･……

青の会鋪2北・1時半i木内徴子宅

撒子．允子

｢￨'鴫かつえ:03‑3321‑8263

大

：谷IH部栄 徳竹良『･ i03‑3921‑ 1126

….….… ………i… …･…･………．．;…･ ……．..

泉第1水･l時

：練馬勤労福祉会館

….…..………….,….…..…..…･……;･･…………

国立泉第3 11･l時

…… .……..……;,….…….…….

……･…･…．．……｡i….……………. 、

………………

..………･…･……i…･…･…….. ..……;…..….…... .…………...…..…9…….…..…….

華

第ll:･1時

….………i""･･……,……

iPCHグリーンハウス

浜第2日･l時

；かながわLプラザ

……･…
･ ･･巳･CD ･▲■■■

横浜洪福寺第21:･正午 iほどがや地区センター
…………………｡i…………….…..…!…….….………….. .…………

：西谷地区センター

･ …･･………．i………･ ･…･… …
．…･……………i…･……･

……・・

；小林愛子 卯辰美IWi :046‑872‑0824

…･…･………･･…！.．…･……...…….．.i…… ……….…….｡……….….…….…..……..

保土ケ谷第2木．正午

b ▲■ ■■｡､BBB心･■■｡□ ･Ca

：江見悦子 久留鳥規子:03‑3331‑8585

.…………………i､.……………･……i…･………..｡……….………….;…･…………….

横

−PC◆｡｡｡｡■■･Bb

； ノビ田華･y･ 1'1島鈴子:042‑536‑9123

：シビル

……･……i･･………････ ･ ･･……i･････…………..…

浜田山第"1火･l時

……………･…．i……･･…

；内藤．小林 小林珠江:0428‑22‑6721

:吟行地

.……….………....……….… …..…，..…. .….……………….………;．．….…..………・

…

･……… ,……｡i…………．．………

：内藤恵Y、 藤盛･ 1'j:柳:0428‑22‑9070

梅第2土･1時半罰'j:悔福祉センター

青梅吟行:隔jl

■甲■e守･写■■守ら◆･･･Gee･■■･◆令◆Gea①▲■ ■｡･･･巳■ ･凸呂･■･

：内藤恵子 生駒・阿部:042‑321‑7532

:IKI立福祉会館

.… ……. ..……･i……･…･…･…･…､･i･…．．……….… . ,. .…….…,…;

青

･･･……･ ． ｡……i…･… …･………・・

…･…………･…i…･……･…･･･……

：小林愛子 正木喜美代:045‑332‑2 177
….……………

．……･…･…･ ･…i･･……… ･ ･……･

：小林愛子 久松和子:045‑381‑0576
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｢万象」句会一覧

中

I

今云

句会名

開催日時

央鮪l上･ l ll#

場

I畠成30年l1 ll l日現在

：指

導；幹

事：幹事電話番号

職瀞､巾加賀!"3‑2"‑2紗

i東京文化会鮒

.．

・･･ ･

．．．･…･;･･･ ．…｡ .….

＄ ････…｡､

……．

同

人鋪4日･ l時排ｲﾘ文学節

牌雛術{噸久I". iO4‑716:l‑8175

札

幌 第1,3土･ l時 迦災活動センター

松原智津子{波谷和代:011‑873‑7008

….. ..…. . .... . .§ .... . . . .

札幌北 第1,4日･ l時

. ...． ． ． ．… ．

縢路コミュニティセンター

．.．.i

……. . . ..:…..、....̲…...…..『

．．．． ． ． ．．

． ． ． ． ．…，． ． ．．

．． ． ． ． ． ．．

．．． ． 、

岡本敬子l恵子・康博:011‑771‑9312

札幌清風 第3日･ ll時 札幌真如院

大内和惣i大内マキ子1011 707‑2259

札幌円山 第2火・6時

松原智潰谷I北浦時子:090‑9085‑4391

巳

円山商店

一口.＋c44凸･

十令

o4

…．． …．．、 ．…

苫小牧 第1金･ 10時､卜 林

｜勝子宅

林

*44

凸心aG凸牛ｬ

｡｡■

■

■

■ g■

!．…一→･･･,．

､■

■ 99巾

｡中中,.

.

.

.

｡

■..

.

,

． ：……･…･･･…･………

￨%‑1"落合裕子:014'1‑36‑3822

・ ・ ・ ・

・・ ・・・ ・ ・

・・ ・ ,

・・・・ ・ ・・・

・・・・・ ・・・.､！・・・・・

・・・

． ゞ ．．．．．.．．

潟 第1日･ l時

新潟市中央公民館

佐藤雄二；中塚滋子:025‑265‑4919

新潟芽柳 節3日･ l時

新潟市中央公民館

佐藤三男i倉田松仙子025‑222‑892(I

河

新潟中地区公民館

佐藤雄二:佐藤幸示:025−268−3232

新

．．，．．…
. . ・ ・ ・

交 第3日･l時

・・・

→ ．！…･←

・ ・ ・ ・ ・ ・

． ．．．．，．．．．

佐

野 第1木･ 1時半 佐野城山記念館

風

車 第2̲t･1時

佐野城山記念館

・・・･･･．。

ゞ ・・ ..1...・

.． ．．．．．

．．．．．..

…

・・・．。。

・・・・ ・ ・ ・ ・ロ・ ・ ・ ・ ．．．。．．．・ ・ ・ ・ ・ ．

．。． ・

………..：．…. ．…..．. . . . . . .､

IIL11Iやすf!島田和枝:0283‑23‑0505
‑…………………･i…･−……･…;…

…………..

…

KLI1Iやす子;義本芙智江iO283‑24‑2668

関川町公民館

第3日･1時

.．：

．． ．．．．． ． ．． ．． ． ． ． ．．． ．．． ． ． ． ． ．

茂i芝宮留美子iO283‑25‑2155

.､ ..…．...……．.....．....．

･』 ･■ ，■ ■ ■ ﾜ

樹 節l金･ 1時半 佐野城111記念館

新

・・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・．．

..．,6． ．．．‐.．

大木

第3水･ 1時半 佐野城1I1記念館

みかも

．

……"…･… ･……． …

駒形祐右子:阿部澄:0283‑23‑0747
．

昴

・・ ・

･･

｡

■ ■ ■ 0 . ■ .■ロﾛ.

ロウ｡

｡. . . . ・・・

・・｡b･9．．．

．･匂争ら

一 ．4.◆､

増lll幸子:上岡桂fiO282‑62‑5138

…･･ ．．……→･・ ・・i…･…･ …………j ･…．．…… ………

二. ………….…
早

笛 第3上･9時半 施川地区公民館

加藤季代:戸叶以久:0283‑23‑6530

皐

月 第1月･ l ll帯半 城￨上地区公災館

増III幸子i照川しげ子#028323‑9596

すずかけ 第3土･1時

佐野城山記念館

増111幸fi飯塚満里子0283‑23‑2725
.． ．．．．．．．， ．． ．
．..i， ． ．．．．
． ．． ． ． ． ．
．．． ，
． ．． ． ． ．．．．．．、…．．．・・

佐野合同吟行 毎月25u

吟行地

亀旧やす子:鍋島広jaiO283‑23‑7297

・・ ・ ・・・

． ．・ ・ ・ ・

・・!.・・・・ ・・・・.．，．.．

････････｡．・・・‐ ．.. .．!・・・・‐・・

、･･･

．．．

．．・・・・・・・

・・・､．､｡:、ゞ ゞ・ ・ ・ ･ ･･･

・・・･・・・ ・・・・・・・・ ・･･･!・・ ・ ・ ・ ・・・・・・ ・ ・ ・ ・ ．．．．.． ．．．.．

芳

・・・・ 、・ ・ ・ ・

････ ・ ・ ・ .．．．､

・ ‐．．。.。､・・・・・・・

荒 鋪l木･l l1*半 宇都宮市il､央公民館

阿久津勝利；安久都鷲iO28‑621‑5780

賀 第2gk･ 1時半 芳箇l1W民会館

勝利かしfi見目トキ子:028‑678‑12'10

．．

．．．． ． ．．． ．.． ．…6．．．．． ．．』 ．．． ． ．…．.；…．． ． ． ．．．．

．．…． ， 。．

…｡。……･……･;・ ・ ・ ･ ･･…． ｡・ ・ ・ ・ ･ ･･･ .:･･…. ． ・・…・・・・・・･

川越初雁 第1金･1時

川越11'央図諜館

原ⅡIしずえ；津金房子:049‑232‑0362

志木木犀 第2日･1時

柳瀬川図評館

原田しずえ；守ill勝江iO90‑8115‑6550

･

浦
. . . . □｡

和
.

.. . . . . . .

｡

･･･､ 七 『

､ ｡･･･

････q････････ & 。

･･･

･･

・ ･ ･･・・0. . . . ・・・

̲.．．．．…．．.．.‐.

さいたま市災会館うらわ

第3日･ 1時
.. . . .

･･･・・・ ・・・・

■ ■ ■ bb'

･◆

◆

◆･･･P ･■■ ■ 9

･･･ ･ ･ ･ ･."

.･：.

..．... ............

．．．，．．．． .…. .. ． ． ． . .．．. ：...……．…．．....．.．̲

飛樹￨瞳夫I中村T･久か18‑472‑2734
…..,． …･･･……｡i"… .．

…･

･･

･ "…･…･…

◆

千

葉鋪2土･ l時

.

内海良太；
；船蛎市勤労'l'.氏センター 恵f･ ･とく江I赤堀洋子;047‑464‑5946
たけし

東船橋鋪3日･l時船橘市勤労市民センター 吉II!愛子↓久保村淑子:047‑462‑3711
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一消息等一

風船のこの国いつか殿れさう

寓城勉

第三十回﹁中秋観月俳句会﹂開催

選宥特選

﹁俳句あるふぁ﹂誌増刊号﹁いのちの

棚巾の堪内絵賜や初紅蠣倉谷ます淀

いのちの葱味を問うべく︑いのちをテー

俳句﹂への寄稿︵来年二月発売︶

９月型Ⅲ︑敦賀市文化協会宅催︑気比神
入賞した︒

社社務所で開催︒万象から左紀の方々が

﹁季節風﹂９月号に︑﹁悼大坪景章氏﹂

の特集記事三頁神佃美卿子︑卿根満︑

マにした句の特集に﹁万象﹂からも参加︑

寄稿した︒

地潅の人らに塊あれかし東獲る商橘ひろ

蟻いでてものみな動く庭となる細川雅子

周到の意志あるやうに冬芽立つ岡本敬子

ヘルメットの顎紐弛め御慶かな奥太雅

漣ひ泣ひの忠はい速さ夏座吸谷川部栄
旗掲松風に耐へて無月かな山本みゆき

︵報・江見悦子︶

ハトの人志いだきて炎天へ山川作砿

絵蝿堂の朽ちたる櫟月爪し小川雅川

選持特選

ユーカリの裂かれ無月の闇に立つ愈谷ます災

柵井新聞社腿尚

平成の終の名月雲の中前川千代枝

救没市教育姿ｕ会徽

大村峰子︑海野みち子︑宮崎みゆき︑長
崎操各氏が︑思い川を綴った
小林愛子副主宰の句︑﹁春耕﹂㈹月号に

掲載﹃鑑髄﹃現代の俳句陰で磯︑良雨
氏が︿曲るたび蚊進のけむる子規の庭﹀
︵９月号所収︶の句を取りｋげ︑次のよ

子規の庭から私たちは根岸のｆ規庵を

奥の細道つるが芭蕉紀行第十五回全国

川を符つ神降臨の地のほとり価川野武男

−80−

うに鑑徹した

な植物の植えられた庭は歩いて楽しいも

連想していいだろう狭いながらも様々

2

﹁﹃珈琲タイム⑳﹄の解答一

挺￨態瀧ウア
rlいかひ
4
6 4
ウア

俳句大会川川副川︑きらめきみなと館

1

ｰ

のだそして小径の篭る所に蚊泄呑が焚

︵服迦の部︶太公衝

2

ｰ

で開催︒左記の方々が入賞︒

敦側商阯会縦所会頭徹

ぐい芥みのゆがみを愛でてゐる良夜谷田部栄

夜ｆ悔月に預けるひと筵前川千代枝
︵席腿の部︶敦賀市数行委旦会賞

編井県俳句作家協会長衝

節くれの掌に栗飯を柵巾女川叫和代
朝市や多弁の翁ぐるみ光る愈谷紫龍

3

ｰ

かれているという︒子規が在世ならきっ
と客人のために蚊泄需をもっと焚けと妹
の律に命じていた声が聞こえてくると思
俳人協会沖縄県支部俳句大会で︑宮城

わせる奥行が感じられる句だ︒

勉さんが受賞５川鋤Ⅲ︑那珊市職員厚
生会館多口的ホールで開催︒参加背沁名︒

募集句の大会賞に宮城勉さんの次の句が
選ばれた︒

る｜みじほウイ

びきだ

3

うか2

6

りあずん

移

1

4

1

3

5

1

3

間

｜ﾊI

ー

｜ﾊ1

声

~

北
南
西
東

三十一年

万象作品四月号
︾姓

呼号

都または市・町・村名識坤

︵この線より切り取ってください︶

︵一月十五日締切︶
︵句の表記は朧史的かなづかいで︶

送り先〒姉︲恥東京都杉並区高円寺南３︐躯Ｉ８藤田裕子

年齢
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新規会員を紹介します
姓

号

郵便番号
住

−

丁

所

投句者住所〒

投句者姓号

電話
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！

内海良太主宰は次のように言っていま

▽今年の一月号の巻頭挨拶の中で︑

あとがき
る力の大きさを感じています︒︵千久︶

よう︑多くの皆さんにご協力を頂いて
います︒自分の力不足と︑支えて下さ

す︒﹁この難しい時代を自覚しながら︑

▽来ては去る台風にふりまわされ︑

皆さんよいお年を︒︵英俊︶

⁝﹂︒私にはこの一年への惜別の歌︒

が淋しいうなだれて見返りがちに

﹁⁝逝く年は女であるか盛りゆく影

になることを念じています︒︵規子︶
▽唱月になると口ずさむ歌がある︒

▽全国俳句大会には各地から多くの
方々が出席され︑親睦を深めることが
できました︒今年は自然災害が方々で
相次ぎましたが︑来年は平穏無事な年

いものです︒のびやかに気宇壮大に︒﹂

励ましあい︑助け合い︑俳句実作を通
して命の輝き︑生きる喜びを見出した
年の終わりに︑今一度この言葉をかみ

しめています︒︵江見︶
▽平成三十一年の皇室御一家のカレ
ンダーが届きました︒一月からめくっ
てみると︑五月からは新元号元年と記
されていました︒新しい元号は何とな

気温の変動の激しい秋がようやく落ち
着いた時にはもう︑秋の終わりです︒
目まぐるしい一年でした︒新しい手帳
に予定を書き込んでいます︒︵純︶
▽玄関先に石蕗が太い蕾をもたげて
きた︒三年前に他界した親友の︑奈良
の家から移植したものだ︒三橋鷹女は

るのでしょうか︒気にかかりますね︒

▽まもなく一年が終わろうとしてお
ります︒五月に﹁万象﹂二代目主宰の
大坪景章氏が逝去されたことが﹁万象﹂
にとって一番大きな出来事でした︒大
きな声が耳の奥に残っているような気

くつはぶきはだんまりの花嫌ひな花﹀と

よいお年をお迎えください︒︵文代︶

がしてなりません︒︵茂︶

もいい︒何より︑友の笑顔が見える︒
︵内田︶

いう︒私は︑黄色さがいい︒力強いの

▽この稿を書いている今は︑十月末
の全国俳句大会の準備にあたふたとし
ています︒年に一度︑﹁万象﹂の連中が

集う会を大過なく終えることのできる

会員を募ります

会員は左記の会費︵誌代︶を前納し

半年分六︑○○○円

ていただきます︒

一年分一二︑○○○円
会費の納入は左記の振替をご利用

ください︒新会員は必ずその旨明記︒

万象俳句会

郵便振替口座Ｏ０２３０．０．１０３５８１

住所変更等住所変更︑退会等に

ついては左記にご連絡願います︒

〒２８５．０９２２

竹澤誠治

千葉県印旛郡酒々井町中央台１１Ⅳｌ哩

万象十二月号

第十七巻第九号
通巻第二○一号

平成三十年十二月一日発行

主宰内海良太

発行人小林愛子
編集人江見悦子

一Ｔ２４１ＩＯ８１６

横浜市旭区笹野台三 二六 二

三六一

七五九一

万象発行所

冠○四五

印刷･有文社(sO42･475･0436)

第十七回﹁万象﹂中央新年俳句大会案内
第十七回﹁万象﹂中央新年俳句大会を左記の通り開催いたします︒
新しい年を迎え﹁万象﹂のますますの飛躍︑発展をめざします︒

︑︑︑︑︑

含む︶︒講演︑作品集はありません︒︵種々︑変更されておりますのでご注意下さい︶

※今回より実施方法を変更いたしました︒当日は︑昼食会の後︑互選の句会を行います︵欠席投句も
記

三盃○三

三二九三

八○二

日時平成三十一年一月十四日㈲︵成人の日︶午前十一時〜十五時︵時間厳守のこと︶
会場﹁銀座アスター﹂お茶の水賓館︵新お茶の水ビル副階︶
東京都千代田区神田駿河台四

交通①眼御茶ノ水駅聖橋口改札の真向い②東京メトロ・千代田線新御茶ノ水駅出口別改札口に

隣接のサン・クレール街コージーコーナー裏のエレベーター③東京メトロ・丸の内線御茶ノ水駅よ
り聖橋方面へ徒歩五分

投句冬季・新年雑詠二句当日︑短冊︵形式自由・記名︶を持参して︑受付け時に投句して下さい︒
欠席投句欠席投句は一人二句︵投句料千円︶のみ受付ます︒お手持ちの短冊で記名の上︑三十一年
一月五日締切厳守でお願いします︒

込といたします︒

投句受付〒皿Ｉ岬町田市玉川学園二一の十の十九桔梗純竃０４２．７２６．０１７４
会費八千円十二月十五日︵土曜日︶までに左記口座へお振込み下さい︒会費納入をもって参加申

平成三十年十二月一日発行︵毎月一回一日発行︶

平成十四年十一月十三日第三種郵便物認可

第十七回﹁万象﹂中央新年俳句大会実行委員会

郵便振替口座００２４０．９．８８５４２田賀久恵︵楳恵︶画０４５．８０４．７５７８

万象第十七巻第九号︵通巻二○一号︶

I

