第２号

２号

形式を揺さぶる力
石部

明

人は常にどこかに理想郷があると信じ、挫折を繰り返
しながらも前へと歩く。それは戦争のない世界であった
り、不老長寿の桃源郷であったり、もっとささやかに、
家を建てることであったり、子供の成長した姿であった
りとさまざまである。しかし、いま時代は閉塞感の中に
あり、政治も経済も出口の見えない焦燥感に苛まれ、私
たちの理想郷は跡形もなく消えてしまった。
川柳もまた幻想に向かって、言葉との格闘を続けてい
るのが私たちの現実であろうか。しかし、それもまた混
沌と理想を見失って彷徨っているに過ぎないと言えない
だろうか。
それでも人は、理想を持たなければ生きていけないと
いう。

ならば、古い習慣性をなぞることによって、人情と社
会の規範を一歩も踏み出そうとしない形式を抱え、時代
との乖離を余儀なくされている川柳が、時代的洞察を失
ったまま衰弱してゆく様子を、このまま黙認しているわ
けにはいかない。
時代は何事にもあまり難しい本質的ものは好まれない
風潮にあり、川柳の現状もまた肩の凝らないやさしさと
「よく解る」という離乳食的な文化の恩寵に甘えようと
してはいないだろうか。肩肘張っての本質論を避けて通
っていたのでは、私たちの先輩が川柳革新に挺身した、
あの緊張した言葉との戦いを、今に再現することは不可
能であろう。
私たちの新たな理想は、享楽や慰藉に溺れて、自ら文
芸性を放棄する愚を戒めながら、自らの内面の広大な地
平に目を凝らし、新たな自分を発見する視野で、自らの
探究をつづけてゆく創作活動と、その創作を支える評論
活動の充実にある。
常に形式を揺さぶるテーマ意識を失わなければ、川柳
はおのずと新しい言葉の世界が拓けてくるに違いない。

aqua‐notes(アクア-ノーツ）

同人雑詠欄

３

aqua‐notes(アクア-ノーツ）を読む

石田柊馬

１２

石部明選

２２

wind‐notes(ウィンド-ノーツ)を読む

石部明

３４

課題吟「刃」 選と評

石橋水絵

３８

言葉の背後

清水かおり

４０

現代川柳私見 社会性にかえて

松本仁

４４

「バックストローク」創刊号を読む

中西ひろ美

４６

渡辺隆夫句集『亀れおん』を読む

樋口由紀子

５０

ことばの波間

松永千秋

５４

連載「詩性川柳の実質」

石田柊馬

５５

wind‐notes(ウィンド-ノーツ)

同人雑詠欄

前田一石

井出節

浪越靖政

北沢瞳

前 田 ひろえ

一戸涼子

白藤海

金築雨学

柴田夕起子

松原典子

山本三香子

横澤あや子

草地豊子

丸山進

楢崎進弘

いと う 岬

石部明

畑美樹

渡辺隆夫

樋口由紀子

松本仁

清 水 かお り

松永千秋

広 瀬 ちえみ

津田暹

田中峰代

石田柊馬

小池正博

筒井祥文

石橋水絵

河瀬芳子

田中博造
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いとう 岬
街角で日昏れなんかに誘われる
首までを涙で満たし懸垂す
駅前を傘をつぼめて立ち去りし
桃挿して日がないちにち待っている
月光仮面になりそこねたのです
石鹸を泡立てている 死ねそうな

伊那

大阪

花ひらくごめん起こしてしまったね

楢崎 進弘
軟膏の蓋や曳航船を見る
駱駝にも瘤ある冬の遊園地
静脈の瘤に触れれば北京かな
灰皿を正しい位置に置き直す
曇天の舌ももつれてしまうなり
枕かな枕を濡らす鯨かな
負けてならずとアリクイを飼う

丸山 進

ある抱負ダブルベットのスプリング
病院の前で薄目を開けている
電圧を上げると口が早くなる
空爆のニュースの後の尿意かな
背中にあるクリア釦に届かぬ手
花束に潜む異常性愛者
良質の家系のことは黙ってる

草地 豊子

離職する玄関マットに残すもの
大根を抜いた穴にはバガボンド
真ん中が鬆いていないか横抱きに
芹の根さりさり男は未だ青くさい
春の雪鼠となまこになる夫婦
罫線の上にころがる梅の種
水面はわずかに丸く画鋲刺す

瀬戸

津山

4

横澤 あや子
年齢不詳を生みつけておく春隣
両耳から這い出してゆくねこ時間
転居先不明便ほがらかに雪
接着剤はなんと生臭い息だろう
ほおずきの爆ぜる音する地下道路
照らされたまま綿棒の放火癖
夜の端っこコピー機が来ているぞ

山本 三香子
訣別の誰のものでもない熱砂
虫も子も消えては荒ぶ父のこと
蝶のかたちして半身水を抜く
始まりは吐息のようにわが柩
解き明かす白き瞳孔鬼のまま
指先きらきら そっと棘が洩れ
真昼野に沸き立つフェイク友といて

八戸

高知

松原 典子

岡山

岡山

明日の見えぬ昨日へ今日が消えている
ご飯をたべる地球が回るそれだけの事
昼酒から男のいくさ始まった
大根ごろり四角四面でないかたち
伐られる木も伐る木も一切立ちんぼう
十倍お辞儀して不器用のまんまがいい
熱くなっているのは鉄だけではない

柴田 夕起子

高野豆腐ふやけて破産宣告す
そして前立腺肥大の手術を
何人が乗っているかが解る舟
暗暗裏 父は看とられることもなく
細胞の一つ一つに染む弔辞
耳たぶに父の喇叭が貼ってある
迷路には昔話とポカリスエット
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金築 雨学
拷問の薄明かりにも堪えている
白状の全てを吐かれ後退り
針金を人の型に曲げておく
キリストを説く女から手紙くる
転んだか叩かれたのか脛の痣
いい死に方悪い死に方二冊あり
前科あり誰もそれとは気が付かず

白藤 海

島根

西宮

真似をしてみろと鴉が啼いている
上機嫌花粉のようにまき散らす
蘭ひらく悪意というは美しき
鳥たちはいつも未来をめざし飛ぶ
いかりいたみいのちいっさいいなびかり
就中楽天的というビョーキ
わたくしの作った雲を差しあげる

一戸 涼子

北海道

玉野

百号をはみだす雪原 春の声
目薬をさして遠景を零す
めまいする青い魚のあおいせかい
晩年の意地を張ってはうさぎ跳び
腹痛を往って戻れば驢馬の絵本
挿木してみどりを殖やさねばならぬ
きさらぎの台詞をさがす水入らず

前田 ひろえ

後頭部を通過していく縄電車
只今休暇中 私 死んでます
眠らない羊が湖を埋めつくす
蒼い海抜ける 枕を裏返し
コンビニの明るさはやさしさだと思う
円周を飛び出ていった姉の耳
鹿おどし もっとゆっくり話そうよ
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北沢 瞳
大阪

北海道

曲がってきた馬の背中の道具箱
一歩前進犬の足跡消しながら
お役に立つならばバケツは伏せましょう
出血の蛇口を止める手の震え
牡丹雪親を不幸にして積もる
切ることを許されぬ爪生えてくる
決議案 電子レンジの皿回る

浪越 靖政

カメラ目線の向こうの絶滅危惧リスト
異ジャンルに踏み込む三十八度線
クール便とどく 昨日までの海
着信経歴消える真新しい下着
訪ねていこうかバナナが凍ったから
くちびるを開く少しだけ春
スタンプをためて一年分のいのち

井出 節

武生

玉野

変なところに月があるので 犬になっちまう
提灯が転ろがっている 永遠とは
二等辺三角形の形から赤い汁が出る
肋骨が好きな詩人とハ短調で
鍵穴の呪文に気付く初老かな
紙人形燃やして円周率を解く
うしろ手錠のまま自分を売りにゆく

前田 一石

肩口のあたり枯木の馬の性
シーラカンスと進化の度合を比べている
暖房が効きつり橋が見えなくなる
崩れた積木に残り時間などを問う
陽が沈み言葉遊びを繋げよう
カイワレ草の成長率を問う雀
球形砂漠誰が死んでも転んでも
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田中 博造
京都

高槻

家を出る 娘の爪のやわらかさ
ブーメランは妻へ帰るか 冬苺
洸々と点して眠る狐憑
真っ二つにしたのはキャベツか情念か
ああ ああと鳴く鳥のありわが尿意
売れ残ったてのひらフランスパンを買う
わが胸の廃船の数かぞえおり

河瀬 芳子

スプーン曲げばかりしているおじいさん
生い立ちの闇をするりと脱ぐ芒
桃の夜のすこし湿ってきた癖毛
シグナルは春で蝶は開脚
プラスチックな虹を銜えて初蝶は
十字切るトマトはトマトとして転ぶ
てのひらの小銭よ 今日は凪らしい

石橋 水絵

北広島

京都

尋ならずトトロと遊ぶ千尋とまろぶ
捨てられた軀にふりがなをつける
水の裔朱の河があり神の湯屋
海抜は０です奥歯抜いてきた
ニセコ残照有島の恋捨ててゆく
雪踏んでふんで息吹は十戒なり
死に体は雪の中なり無垢なり

筒井 祥文

青春終るルンペンになって出る
港へ行けば合掌が見られるか
無用に願う大空が美しい
酒虫と私を呼ぶか呼んでくれ
居酒屋で無力を思うとき楽し
殺されて帰れば若い父母がいた
頭から百足になってゆく夏ぞ
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小池 正博
七草の個性を問えば笑うのみ
上空の雲に手錠をかけておく
おごそかにコインロッカー世襲する
不夜城に一万枚の肖像画
皇帝はゼブラゾーンに立ち尽くす
釣り針が刺さったままで鷺眠る
贋札を渡すメルヘンのふりをして

石田 柊馬

大阪

京都

いじめてやる天麩羅うどん食ってから
農協へ正義の行方訊きに行く
大嚏 聖樹点灯されてすぐ
塩鮭を焼いて芭蕉の耳想う
補修せよいんげんまめの真緑に
さもあらばあれと野菜は腐るなり
仏という野原をもてあます

田中 峰代

京都

市原

金柑煮る ふるさとが溢れ出す
見届けたいものありめがね買い換える
霜枯れの金のなる木はわたくしか
冷蔵庫のキャベツに秘密閉じ込める
瞼の裏に鬼を棲まわせ小芋剥く
雨は無口で指の先まで乾いています
今日一日迷い子でいよう春来る日

津田 暹

一斉に春へ芽を吹く負負負
丁寧に蒔く発芽率ゼロの種
浄化器が詰まって詩が出てこない
同じ本ばかり読んでるスルメの眼
戦争が大好きというサラウンド
核査察求肥の中は見ていない
うかうかと定型破るかっぱえびせん
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広瀬 ちえみ
仙台

福岡

滝の裏側へまわって釘を打つ
一体のボルト・ナットのすごい数
カタログのやっぱり高い方の羽根
この国の崩れる煮込みハンバーグ
バイオリンがひとり視線を合わせない
鉢植えを置かれてしまう胸の上
教えずにおこう方角的に崖

松永 千秋
幸せなまちがい巣作りがおわる
ことりが逃げてしまった後の只の箱
また箱が来て 平均的な箱の数
どの箱も開けて欲しくて眠らない
側にあるころは要らないものだった
春寒し日暮れの匂う段ボール
こぼれたの母の風呂敷包みから

清水 かおり

美しい額と冬の門くぐる
展翅されたい魂と水の音
青の中 肋骨の隆起だけが在り
世界の雨をあつめても足りない
墜死する夢 花の日と鳥の日と
少年は献体のこと夜の瞳で
金色に蠢くランプ空に吊る

松本 仁

昨日羊に今日狼に救われる
金木犀魔羅で突き刺すうるし晴れ
薄明へ向う 死蝶一匹
月面へ地球の森の影植える
雪男何回死ねば子に逢える
土饅頭産め 人吹雪降る広場なら
蝸牛 記号の海へ去って行く

土佐

京都
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樋口 由紀子

隆夫

しばらくは抽象的な桜餅
素泊りがずっと続けばいいものを
おとこたちの牛乳パック饒舌な
美しい埼京線に迫られる
かなしみの目方が足りぬ風呂の蓋
紅梅の咳き込む前に時計鳴る
かまぼこの皺のあたりは敵である

渡辺

富士の噴火を待つ桟敷席ともだち
独裁者を支える哀愁の蓄音器
ミナミのママが脱北の仕掛人
春闘や労使は有季定型派
鹿鳴館ワルツが外務省を流れ
越前海岸こんなに多いナルシスト
漱石を一ヶ拾うと笑う浜辺

姫路

神奈川

畑 美樹

鳥獣戯画のつづきを待っている四月
夕暮れのまんなか押しているつもり
争いとアルミホイルと冬の晴れ
野菜売り場にたちこめている霧
坂道の途中を嗅いで通り過ぎ
足首に群がっている蝶蝶
二等辺三角形になってみる

石部 明

死顔の布をめくればまた吹雪
空き家から鳥がでてゆく後日談
間違って僧のひとりを喰う始末
体臭は消すに消せない稲光
月光を骨董屋から運びだす
曲馬団とは大げさな百日紅
諏訪湖とは昨日の夕御飯である

長野

岡山
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アクア︲ノーツを読む

柊馬

七句の背景に弧絶感がある。そんなことないよと作者は苦

笑するかもしれないが、屈折したリリシズムを感じた。「駱

駝にも」の「にも」、「灰皿を正しい位置に」の「位置」、

と絶対的な断定をなぜ書くのか。エゴイズムの鋭利な切っ先

己の存在を感じている。それは他者が知るよしもない「静脈

石田

が言葉とスパークしたからだ。「にも」「正しい位置」でな

ければならない、寸分も忽せない衝動の、言葉への顕現。意

味より衝動が優先されるのである。

楢崎 進弘

いとう 岬

の瘤」の如きものだ。触れれば確かにある、近くて遥けき

雲に手錠を

静脈の瘤に触れれば北京かな

同

先きの二句が、尖った神経の先端であり、そこに作者は自
街角で日暮れなんかに誘われる

同

進

桃挿して日がないちにち待っている

丸山

石鹸を泡立てている 死ねそうな

病院の前で薄目を開けている

「北京」のような。

他者との関係や一切の虚飾を棚上げにして自分の身体だけ

現実に居座って動こうとしないけれど、其処に根をはって
いるわけでもなく、すこし浮きあがった浮遊感のような心地

が焦点の全てである病院。やがて、とか、いつか、と思うと

進

もある。自画像であるかないかを問う必要はないが、現代人

丸山

き、こころは薄目をあけて病院を負う。紛らわすことの出来

同

の心性を見る作者の視線は冷ややかで、機知などでない、い

背中にあるクリア釦に届かぬ手

ない素裸の存在、自分の身体。

式への嗜好も感じられて、この作者を読みつづけている眼

花束に潜む異常性愛者

ま現在のうがちがこのようにある。作者の川柳への関りや型
に、今号は収穫を得たとの実感が湧いた。作句に厳しい絞り
楢崎 進弘

愛者」の快楽や嗜好も身近にあるかも知れない。乱歩の復活

時代性であり、「花束」という〝晴れ〟に「潜む」「異常性

「届かぬ手」も「背中に」「クリア釦」を感じることも同

駱駝にも瘤ある冬の遊園地

同

込みがあったのだろう。
灰皿を正しい位置に置き直す
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や、人間の意識下を浮き上がらせる『みいら採り猟奇譚』

とは」の「しっぽのふくらみ」と同様、生活のなかで刷り込

蝶のかたちして半身水を抜く

山本 三香子

まれた認識を、うがちの視線によって掘り起こされる爽快

河(野多恵子 な)どを思った。いとう岬、楢崎進弘、丸山進だ
けではなく、バックストロークという集団が、同時代性の濃
感。

厚な展開を為し、そこに作者と型式との接点、川柳の魅力が

れた舞踏の一場面のようなイメージを醸し出す。「水を抜

浮揚願望と読んだが、けっして平板ではない。この句、優
草地 豊子

く」に、やむにやまれぬ感があるのは「かたちして」が切な

あると再認識した。
真ん中が鬆いていないか横抱きに
同

山本 三香子

くらまし。それなりに醒めた意識と官能性の混ざり合う情景

造品となり、フェイクだけではスポーツでのフェイントや目

フェイク何々、とフェイクに何々が付くと、贋真珠とか贋

真昼野に沸き立つフェイク友といて

ち」「半身」である。

さの見事な表現だからであろう。美しくはかない「蝶のかた

罫線の上にころがる梅の種

一箇所に具体性を残して川柳的飛躍を書く作者、との印象
を持っていたのだが、「横抱き」の抽象表現が読みの巾を広
げてくれて、失礼していたと反省。「罫線」という、ある断
定感のあるものの上に、「梅の種」が転がるとき、なにやら
「罫線」への軽い否定感やほろ苦さが立ちあがる。
草地 豊子

が浮かぶ。フェイクをジャズのアドリブやインプロビゼーシ

水面はわずかに丸く画鋲刺す

も同様の共感がある。この表現、美術館で接するダダの映像

大根ごろり四角四面でないかたち

同

松原 典子

えている。

いがひろがる。二句ともに精神の孤独な営み、その揺れを捉

ョンでの、急な変調とか変化と読むと、たちまち真昼野の匂
横澤 あや子

表現を見るようで、意識下のイメージを引き出す。
年齢不詳を生みつけておく春隣

来るべき季節へ、意識的におぼろなものを提出する、と読
んだが、「春隣」は季語、季語へ「年齢不詳を生みつけてお
く」と読めば、渡辺隆夫垂涎のいたずらになる。

大根が大根であることの無造作な安心感は、日常生活の

伐られる木も伐る木も一切立ちんぼう

なかで自己の神経を律している秩序感に相応するだろう。で

横澤 あや子

「端っこ」のリアリティーは、生活の中のコピー機につい

はその自分の日常的な有り様とはなにか。例えば自然の循環

夜の端っこコピー機が来ているぞ

ての共通意識だ。前号の「鯛焼きのしっぽのふくらみ 火宅
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を直視する眼差しに川柳性が在る。

から男のいくさ」が始まるのも人間の営みだ。人の世の諸相

木々とおなじだ。それが生のありようだ、と読んだ。「昼酒

であっても、それを無抵抗に待っている「立ちんぼう」の

を享受しつつ立っている樹木であり、伐られるであろう定め

ころに自分を擬している。バックストロークの仲間で、川柳

合っており、いわば連載小説を書く小説家の、しんどい、と

痛痒を感じないのだから、雨学の川柳は常にその非情と向き

多い。読む側からすれば、作者がその面白さを枯渇させても

あり、小説の小さな心理描写の部分を見せるおもむきの句が

における詩についてもっとも遠いところに、金築雨学と渡辺

隆夫があるが、前句附けにおける飛躍が現代の川柳における

柴田 夕起子

詩と不可分であることから見れば、雨学のうがちが詩に近い

何人が乗っているかが解る舟
「が」の重なりで、作者の思っている句意は判然としない

とも言える。

海

のだが、七句を、時系列に沿っての連作の感で捉えてみた。

白藤

同

柴田 夕起子

ることの切なさがゴロンと在る。三十数年まえに〈カアとだ

それはできない、人間だから。とギリギリのところで止ま

真似をしてみろと鴉が啼いている

通常、人間はわからないことが不安に結びつく。死などその
代表だろう。だが、句のように「解る」ことの安心や不安も
暗暗裏 父は看とられることもなく

ある。解かり過ぎていることの妙に落ちつかない神経。
耳たぶに父の喇叭が貼ってある

け啼き凍原のめしを食う〉 柊(馬 と)書いた経験があるので、
とてもよくわかる。けれど時を経て、それが結局自分に返る

ブーメランだともわかったのだが。

海

同

白藤

迷路には昔話とポカリスエット

言外の不文律や口に出さない予定調和が、日常生活を破綻

わたくしの作った雲を差しあげる

徹底的にモノローグの七句のうち、「作った雲」という言

させない働きをする。なるべくしてなることが、神経に掛か
って引きずるだろうと思い、結果、それを「貼って」と、連

が、リアリティの濃い、つよい言葉だ。七句に据えられた言

葉の意表が、作者の創意を感じさせる。精神的リアリティ、

葉のなかで、他者の書けない個的表現であり、有無を言わせ

という言葉を最初に書いたのは河野春三さんだったと思う
金築 雨学

作のように読んだので、人間どうしの難しい「迷路」で「ポ

同

カリスエット」は臓腑に染み渡る。
拷問の薄明かりにも堪えている

ぬ精神の存在感がある。

白状の全てを吐かれ後退り

人間の心の動き。その普遍性を捉えることに長ける作者で
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目薬をさして遠景を零す

一戸 涼子

あるのは眼前の現実。くきやかに見える我精神の遠景が、

北沢

瞳

の含意を理解。やさしい風景はすぐに過ぎ去って行く。

曲がってきた馬の背中の道具箱

同

一戸 涼子

流行りの言葉でいえば、選択肢は三つだ。「きた」がひらか

馬の背中が曲ってきたのか、その道具箱が曲ってきた？と、

解からなかった。道具箱を背負った馬が曲って来たのか、

晩年の意地を張ってはうさぎ跳び

目薬をさすとき、頬を、耳元を、零れる。
挿木してみどりを殖やさねばならぬ

ない、と思ったとき、もの言わぬ使役の馬が見えた。したた

な表記だから、馬が来た、を消すと、あとの二つは断定でき

かに受動性のみを負って歩くだけの馬の生。勝手な読みで見

同

「うさぎ跳び」「挿木」は作者らしい鷹揚な喩。感傷的な

当違いかもしれないし、「道具箱」を使役とか、人間だけが

きさらぎの台詞をさがす水入らず
こだわりを打ち払っているのがここちよい。「きさらぎの」

瞳

か「きさらぎの台詞」か、ジャンルこだわり論者が切れ字か

きさがこころの表現を成している。

瞳

てのひらにでも雪を受けたのか、「牡丹雪」というその大

北沢

使う、との喩だとも思えるのだが、さて？。

前田 ひろえ

牡丹雪親を不幸にして積る

助詞かで目を剥きそうな「の」。俳句、川柳ともに書き方

コンビニの明るさはやさしさだと思う

読(み方 に)規範や制度のようなものを引きずっている。それ
が多くの佳句をもたらせもしたのだが。

北沢

見えてはいる。回っており、変化もしているが、調理とい

決議案 電子レンジの皿回る

うプロセスはない。一方的で入り込む余地のない安直な決議

同感。利潤を求める競争ゆえの明るさであることは充分わ
かっているが、「やさしさ」なのだ。時に、たむろする若者

案。今夜は冷凍食に議決。どこかの議会の決議案なども、日

浪越 靖政

限られたところだけの観光程度では「異ジャンル」感が当面

ュースでは道路がひとつ繋がったと伝えていた。許可されて

北へ公的に行くことのできる機会ができたとか。先日のニ

異ジャンルに踏み込む三十八度線

常生活からは遠い、わかりにくいものだ。

達が見せる線の細い、弱腰のやさしさ。限度を熟知した、や
前田 ひろえ

さしさなどもあって。
鹿おどし もっとゆっくり話そうよ

「鹿おどし」が頭に浮かぶのだが、なにしろ相手は現代

前田 ひろえ

人、スピードが身についているのだ。「よ」は意志よりも思
いやり。右の二句から
後頭部を通過してゆく縄電車
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るような「異ジャンル」。歌人や詩人と初めて挨拶をかわす

の喩として妥当かも。ちょっと身構えるような、神経を整え

陽が沈み言葉遊びを繋げよう

崩れた積み木に残り時間などを問う

暖房が効きつり橋が見えなくなる

同

同

前田 一石

「暖房が効き」の表現は〈手袋のぬくさを知っている手で

ような？。
浪越 靖政

困る〉 岩(村憲治 を)思い出した。「暖房」「残り時間」「陽
が沈み」など六十代の心の揺曳であろう。「吊り橋」という

スタンプをためて一年分のいのち

社会での危さ生き難さと、まだやれる、との矜持をやや無骨

大晦日などに、精神に捺された一年間の諸々を思った経験
は何度もある。職場の大掃除などしながら振り払えない傷痕

に書いているところに作者像がある。句意の同時代性を認め

を、正月休みの数日を思うことで紛らわせたり。
節

つつ、無骨さの魅力を見る思いが大きい。「球形砂漠」との

井出

措辞は、松本清張であったか、地球を寄る辺の無い球形の荒

鍵穴の呪文に気付く初老かな

「鍵穴」へは若干の神経の集中を要する。通常、扉の内外

野と表現しているのを思ってしまう。

売れ残ったてのひらフランスパンを買う 田中 博造

ともに日常性の空間なのだが、その神経の集中と空間の転換

わが胸の廃船の数かぞえおり

を、変化を為す呪文と思えば、たちまち未知の光景へ飛躍し
たり時空が超越される、と、読んで少し愉しんだが、作者、

同

はじめて老眼鏡なるものをかけたのかも。

つよく掛かる措辞で、ひらがな表記の「てのひら」が、現役

前田一石と同様の感慨。「売れ残った」は「てのひら」に

から引いて柔らかくなった自覚。「フランスパン」も売れ残

節

計数機器が長大な数をはじき出すという。「紙人形」を燃

っていたのか、その手触り、そのてのひらになじまぬ固さが

井出

やし、焔の広がるさまに情念が同化してやがて燃え尽きる。

紙人形燃やして円周率を解く

えんえんと続く計数行為と、人間の情念の為す所業と。とき

田中 博造

おもしろい。その位置から

田中 博造

一見「わが」は不用に見えるが、まったく個体のものであ

ああ ああと鳴く鳥のありわが尿意

が書かれる。この「やわらかさ」は娘の現実。親の気持ち。

家を出る 娘の爪のやわらかさ

に自分もやってるか、人間 自(己 の)執着と徒労を。「犬にな
っちまう」は『月に吠える』 萩(原朔太郎 の)「悲しい月夜」
の犬にでも自分を擬したか。「月に吠える、それは正しく君
の悲しい心である。冬になって私のところの白い小犬もいよ
いよ吠える」は、同詩集の序 北(原白秋 の)一節。
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な」をつける思いの切なさは「雪の中」の「無垢」の自覚で

くされた境涯を重く付加してはならないが個体に「ふりが

めることともなる。なぜか。それは、身体に起きたことが時

河瀬 芳子

もあり、そして感傷と渡り合う意志でもある。高名な作家の

る聴覚と「尿意」の自覚を収束したかったのだろう。弧愁で

同

に、よるべのなさを喚起するからである。読みに、夫君を亡

桃の夜のすこし湿ってきた癖毛
同

あれ自省であれ、もろに自己と対面する時間だ。
プラスチックな虹を銜えて初蝶は

無用に願う大空が美しい

同

筒井 祥文

「０」へ戻るの意。

恋をひととき感得して、「捨てて行く」とは弧絶の「海抜」

てのひらの小銭よ 今日は凪らしい
前田一石、田中博造の私性と並べれば、境涯詠のおもむき

居酒屋で無力を思うとき楽し

が濃い。「癖毛」は時折の情念の確認か。「初蝶」の望まし
く好ましい季節が、無機質で奥行きの無いものである現実。

七句、ひらきなおって大の字に寝て、青空をたのしんで、

そのなかでは「てのひら」の「小銭」の親しさが自分に近
スプーン曲げばかりしているおじいさん 河瀬 芳子

ということだ。飲むべくして飲み、かくして百足となって

同

の書き方で、作者は私性や境涯を書く際のスタイルを得たの

普(通は、ゆく秋ぞ、のパロディー 人)生の夏を這う。なぜ呑
み、ひらきなおるかは、思ってもらわなくてよい、と。だれ

頭から百足になってゆく夏ぞ

ではないか。句集『一老人』 定(金冬二、編集倉本朝世 を)思
わせる書き方だが、書き方の同質性を云々するより前に、こ

く、むろん、と言えばくやしいが「凪」の日は乏しい。

のような表現となることの現実が迫ってきた。前田、田中、

は、川柳ではまだ始まったばかりの沃野である。川柳の面白

が推量などしてやるものか、と笑えば、作者の手 芸( に)落ち
ることになるかも。読者が俺もそう思うと、二人猩々になっ

みを愉しみながら書く作者の姿勢は、堂々としており、厭味

て寝る面白さは、川柳の魅力のつまみ食い。開き直りの領域
石橋 水絵

石部、そして自分と、すぐ眼のまえにスプーンを見るであろ

同

う、バックストロークの何人かを思った。
海抜は０です奥歯抜いてきた

七草の個性を問えば笑うのみ

小池 正博

る。「若い父母がいた」は見事な川柳的飛躍。

がない。自己顕示の鼻をピクピク、は絶対に無い作者であ

雪踏んでふんで息吹は十戎なり

髪や爪を切るだけでも、それは身体のその部分が一度０と
なることだ。それが、孤独感を呼び起こすところに作者の心
の現実があり、雪踏み歩くなかで外界との関係性に自己を戒
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たのではと感じた。流し去れない、いまもある精神の堆積物

るような優しさがあって、一度、濾過作用があって言葉が出

から書かれているのではないか。「閉じ込める」「いよう」

同

筒井祥文の、川柳性への楽しそうな接近と同様に、小池正

上空の雲に手錠をかけておく
博も愉しみを披露している。「指のない尼を笑へば笑ふの

が個性的な措辞だと思われる。

田中 峰代

津田

津田

暹

暹

一体のボルト・ナットのすごい数

てしまうところに作者の捉えている現代があるのだ。

けには一方的な意図が働いている。軽くカタカナ用語で言っ

であり、自発的に言っているようで、発語されるに至る仕掛

四方八方から同質の音が響くのは、グローバリゼイション

戦争が大好きというサラウンド

徒労に向かう心理を観察して、あざやか。

な視線によって立ちあがるものを言うのではないか。進んで

観察力の勝利、と言いたい。句の味とは、ときにこのよう

丁寧に蒔く発芽率ゼロの種

う、なんとなくこわい。

なにを？と問えば、どのような答えが返ってくるのだろ

見届けたいものありめがね買い換える

は過去の堆積を含む現在、の用語と感じさせる。目立たない

み」 柳(多留 の)本歌取り。かってそんなわけのあった尼さん
で「こまりこそすれこまりこそすれ」に附けての句だが、
「笑へば」が「なぶれば」であったとあるから、川柳にはキ
ツイ非情の伝統があるとつくづく思う。「個性を」問う、と
いう現代性を、われわれは制度のように身に付けているのか
もしれない。「雲」も山村暮鳥の雲の悠々自適を足止めした
のか。ただ、古川柳は狂句の解からなさや謎解き そ(の背後
の物識り顔 や)衒学趣味などで、膝ポン川柳へ質を下落させ
たと聞く。明治の川柳再興でそれを批判排斥した事実はわれ
われの前に立ちあがってくる。もちろん見直しは大切なこと

小池 正博

で、狂句は川柳の範疇にあり、その現代的価値は試行と検証
を重ねなければならないことだ。
贋札を渡すメルヘンのふりをして

ボルトとナットの一対ではない「一体」だから、ロボット

「メルヘン」に、「贋札」と知っている心理の妙なリアリ
ティがあって、このような書き方が増えると、〈読み〉の多

同

田中 峰代

出来あがった、いま、という自覚。読者はいろいろの思いを

と読むより人間と読んだ。「すごい数」のボルト・ナットで

広瀬 ちえみ

方向性と自由が広がり、川柳は楽しくなりそうだ。
冷蔵庫のキャベツに秘密閉じ込める

引き出せるが、受けた傷や感傷の来歴、その都度、自らの手

今日一日迷い子でいよう春来る日

普通に読めば類型の多いものに読めるのだが、傷痕を撫で
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広瀬 ちえみ

で締め付けて来たボルト・ナット、と読んでみた。
この国の崩れる煮込みハンバーグ

展翅されたい魂と水の音

同

同

清水 かおり

いやおうなく言葉が軽くなっている中で、精神と等価の言

青の中 肋骨の隆起だけが在り

葉を求める清水かおりの句は、息苦しいものを持っており、

世界の雨をあつめても足りない

その逆、焼き上げた香りや肉汁の、ハンバーグ独特の旨味

例えば、日本語が乱れているなどとの憂国の情ではない。
を、煮るのだから、しかもそれはそれで美味いのだ。隠し味

しかも、書いて慰藉など求められないという意識が感じられ

ら、指揮者の神経は乱れる。お客と同じように演奏に聴き入

前号はピアニストだった。練習ではない本番のことだか

すのだが、肋骨はその外の現実も張りつけている。「世界の

の望むべき仮構の次元をわずかに「肋骨」の手触りだけが証

次元で、思い、は定着されねばならないはずなのである。そ

を川柳に向かわせる主題であり、蝶の標本のように、清澄な

る。いや、慰藉を求められない、という精神の現実こそ作者

っているのではないか、だから一層いまいましい。タクトを

雨をあつめても」とは、いみじくもこころの箱舟を表象して

広瀬 ちえみ

ぶつけるてやるわけにもいかないし。「釘を打つ」は落語の

いるのである。箱船は作者好みの青にちがいない。

バイオリンがひとり視線を合わせない

は味噌か？、無国籍な味っておいしいよ、と。

ような味で、人間のやむにやまれぬ虚構性や徒労への衝動を

松本

仁

書いている、と読んだ。

同

痛ましいという感触を含むパセティックという位相に、清

昨日羊に今日狼に救われる

水かおりと松本仁の川柳を括れると思う。単純に痛ましいの

金木犀魔羅で突き刺すうるし晴れ

今号の松永千秋の句は引用しない。力作であり、時系列で

宿運という重い主題が小説的な構成で書かれ、各句が独立

ではない、感動的とかあわれの感じを含むパセティック。破

書かれていることもあって七句全部を引いて、おおくの言葉

しつつ運ばれて、あとにカタルシスが残る。こつこつと表象

同

レベルの安定に気をくばりつつ書き溜めてゆく様子が想像で

壊や無秩序による浄化を書く松本仁の外界への視線と、内界

蝸牛 記号の海へ去って行く

きるのは、現実感の所在に作者が留意しつづけたからであ

を持って触れたくなるので。

り、気負いを感じさせないのがうれしい。

のみを徹底して書く清水かおりの川柳は、仁は内側 人(間 の)
荒廃へ、かおりは外側 世(界 の)荒廃へ、読者を循環させて主
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り、「雪男」というなにやら超越的な存在への望みは繰り返

意に帰着させる。人間の所業は「羊」や「狼」より下位であ

する。 い(つどのように機能するかはまったく個別性のもの
である。 )

たかめる」時間であり、その際に、型式とそのリズムが機能

される。松本仁の思いの核では破天荒と人間性は表裏をな

作者の認識も現われる。バックストロークにはこのような

するからであるが、当然そこに、川柳という文芸についての

前号の冒頭で引用文をもって、世界 と(は私だ 観)を強調し
たのは、〔境位〕にいたる経緯のすべてにこれが露骨に反映

句を得る際に、宙に神経を伸ばしていると、眼につく事

〔境位〕や、これに近いところへ自分を絞り上げて書く作者

し、それは清水かおりの箱船への思いと同質である。

象、風土、環境、歴史、むろん人間の心理・行動、自分の中

が多い。前号と今号のどの句が〔境位〕にあるかは読者の眼

樋口 由紀子

に堆積した経験、喜怒哀楽などが、言葉となって立ちあがっ

同

て来るような感を持つことがある。これは多くの作者が体験

しばらくは抽象的な桜餅

同

におまかせするが、

素泊りがずっと続けばいいものを

されていることであろう。句会や大会で課題の一語を契機に

美しい埼京線に迫られる

この状態に達する経験も多くあるだろう。川柳における詩的
境位とでも言えばよいか。極端に言えば自分が自分に憑くよ

は〔境位〕に自分を遣ることが、うがち、であり川柳を書く

ベルで読むと難解感がさきに立つ。樋口由紀子の川柳の特色

を感じて読む人は少ないらしい。いきなり日常生活用語のレ

樋口由紀子の川柳が、右の〔境位〕で言葉が出ていること

うな状態で、多くの場合そこで書かれる句語は型式の中だけ
で屹立するエネルギーを具える。この状態をここでは一応
この〔境位〕への経緯は、おおむね二とうりある。一つ

〔境位〕とさせていただく。
は、比較的主意がはっきりとあって、その質を絞り上げて手

ことである。読み方 嫌(な言葉で申し訳ないが と)して、例え
ば「桜餅」「素泊り」「迫られる」を句会の題と仮定して、

句を得ようと想を伸ばせば、「しばらくは」「抽象的な」が

応えのつよい暗喩に達するとき。いまひとつは主意が最初に
あるのではなく、 課(題詠を含み 一)句を得ようと神経を様々
な方向へ伸ばして、強い手応えの言葉が立ちあがってくる

外の、山海の美味の付くリッチな滞在よりも、自己のアイデ

勃然と現われてくるし、「ずっと続けばいいものを」が、言

呼(び寄せる と)きである。
〔境位〕に至るまでを、ひらたい言葉で言えば「集中力を
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ンティティーに相応したものとして立ちあがり、「埼京線」
という、固有の存在を示す語感に「迫られる」という身体感
覚が出てきた――と読める。言葉から引き出すうがち、の定
むろんこのような〔境位〕と無関係の川柳がある。具体的

着した七句である。
な思いを具体的に、どのように言葉とするかを直線的に考え

が自らの川柳を客観視しているようなユーモアだ。

現実との距離のとりかたが安定している人の多い世の中で

美樹

ある。巧みというより身に備わっているのだろう。畑美樹は

畑

柔らかくても手になじまず、おもいのほかの皺や襞ができ

争いとアルミホイルと冬の晴れ

その辺を醒めた視線で見る眼を持っている。

て、破れ易いが燃えずにかたちを留める。ちょっといまいま

るとき、主意そのものを俳句の季題のような位置に置いて、
その主意のスパンで表現を得る書き方がある。渡辺隆夫の書

美樹

き方である。つまり、詩的領域での表出を拒否することによ

畑

畑

にしろ、こちらはこちらの、坂道に有るのだから。

二等辺三角形になってみる

美樹

自分との関係性を察知して瞬時に判断、回避、である。な

坂道の途中を嗅いで通り過ぎ

しい「アルミホイル」のような争いであり、それにふさわし
渡辺 隆夫

って、句の自立を得ようとする方法であり、いうまでもなく
富士の噴火を待つ桟敷席ともだち

同

い「冬の晴れ」だ。

独裁者を支える哀愁の蓄音器

同

古川柳はその源である。

春闘や労使は有季定型派

「なってみる」の、弱いがたしかなアンニュイ。位置とか

同

距離とか立場とかの関係を振り落とすことも出来ないし。ま

越前海岸こんなに多いナルシスト

何が季題の位相にあるかが核心である。春闘と、現下の状

あ、一応、なってみようか、と。

美樹

況との齟齬を喝破して「や」の切れ字の使用は絶品。若い男

畑

女が抱き合って微動だにせぬ光景を越前海岸で見たことがあ

こころの芯には能動性がある。でも、現実生活のバランス

を崩してまで時間を左右できるものでもないし、結果は始め

夕暮れの真ん中押しているつもり

から出ているのだけれど「つもり」は捨てない。関係性とア

る。あのまま二人の心臓が止まればハッピーエンドだが、と
石」は石で口を漱ぎ、水を枕にする、と間違いを押し通した

は野次馬根性だが、やがて二人で火宅を作るかとも。「漱
負け惜しみの故事と「坊ちゃん」でも読み直したのか、作者
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石部

明

イデンティティーの寒い隙間が描写されており、畑美樹はこ
空き家から鳥がでてゆく後日談
同

のような視線で川柳を書く名手だと思う。
間違って僧のひとりを喰う始末
樋口由紀子のいう「この世とどうしても折り合いがつけら
れない視線」 前(号 。)石部明の書く方法と同質の奇想を、若
い映像作家らがパソコンで造っているのを見ることがある。

石部

明

彼等なりに「折り合いがつけられない」世界観を負っている
のだろう。
諏訪湖とは昨日の夕御飯である

「諏訪湖」は〈刃物研ぐ雪の諏訪湖が見えるまで〉 柊(馬 )
のパクリ。どこかで「諏訪湖」をパクッてやろうと諏訪湖に
ついていろいろ検索したという。地理上での位置、夏の暑
さ、御神木にまつわる数年に一度の行事や散財と神事、その
賑やかな半被姿や木遣や、レトロなラッパ。極寒の御神渡。
などを想い起こすと、まさに「昨日の夕御飯」である。パク
ラレタことの「まいったまいった」と小躍りしたくなるよう
な気分のよさを小一時間味わった。これは川柳書きが味わえ
る一つの至福である。読者には鑑賞の同質性を、そして石部

攝津 幸彦

明の喜びそうな俳句を引いておく。
鐘楼の如く静かな昼御飯

おめでとうございます

２００２年度川柳公論

めやなぎ賞

受賞

安部海南子さん ︵バックストローク会員︶

道具箱の中の救世主を捜す
茹玉子産んで味方が増え出した
水引の掛かったままのレクイエム
無題の絵の風に飛ばされ風を生む
托鉢の声が混じった化粧水
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石部明選

横澤あや子

北沢瞳

伊那

枚方

八戸

畑美樹

なまぬるい鳥棲まわせて仮眠室
シンプルな夜が食い込む貝殻骨
ガーベラが崩れる眠い意識のまま
まどろめば深海の足踏みミシン
ゆうらりと野を吐きながらすき間家具
おとぎばなしも縫合線も解け合えよ

寺の柱に縛られて咲く黄水仙
海賊船浮かべて鍋は沸騰す
昨日よりもっと恋しくなるつらら
樹の皮をめくって捜す給油口
今は無き家のあたりの沈丁花
お焼香の順番に水流れ出す

水平に運ばれていくいい話
正確に静かに揺するフライパン
封筒のウラに湖をひとつ
モーニングセットの完璧な笑い
泣き顔を見せあっている坂の上
指先にかさかさ笑い声はあり
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進藤一車

泉紅美

いのちはんぶん差し上げているモーツァルト
雨季通過 釘師の釘が甘くなる
ザクロ完熟どこまで謳い文句だろう
無明かな臓器の裏のバーコード
くすくすと海を渡ってゆく神輿

訂正印押して乗り込む寝台車
今はガマンあちらこちらに蝶結び
もっと泣きなさい逆まつげのように
まだ痛いページをめくる指サック
未練たらたら砂消しゴムのかす
草地豊子

花を選る間うっすら汗をかく
柄の方を向けて包丁渡される
サボテンの棘をさわって雛を出す
顔だけが似ている姉を裏返す
ひさかたの器具がふれあう治療台

札幌

京都

津山

渡辺隆夫

中川一

京都

箕面

神奈川

田中博造

春川を流れる虚子と精子かな
事故として処理する春のクリニック
桃腹の妊婦の好きな羽交い絞め
たそがれて椎名林檎とあそぶ清兵衛
じゃんけんに負けて耐熱タイツ脱ぐ

聖霊は日曜に死にジャズピアノ
ぬさ
幣たてて帝国沈む闇に鈴
かば
火を庇い父棲むくにの棺飾り
少年は眼に見えず燃え 靖国
たそがれの麻薬が溶ける蝶図鑑

くちづけよ天使突抜一丁目
鯔が倒れる 恋敵のかたちして
冬蝿の逢いに行かねばならぬなり
痴人かな携帯電話振動す
セーターにくるんで洗う不審船
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肉眼を通過していく非日常
ローンは長い笑い遅れる現在地
説明のつかぬタオルが濡れている
迷路抜ける魚屋の前の人だかり
離婚届で混み合っている河口

松原典子

峯 裕見子
さあさあと問い詰めてくる冬木立
白菜を剥ぐと戦争始まって
三味線の音でごまかす発破音
ぐんぐんと舌が膨れて塞ぐ空
この街も糸蒟蒻で括られる
山本忠次郎

セシボンと思いはじめている帽子
春は神経科 電波が見えている
その像は海へ向かっているのです
言葉がノッキングし耳を出ていった
座禅草 母はクルスを失くしたか

岡山

大津

東京

下腹部が開放されて帰還する
幸せなところに産毛残ってる
せっけんの丸さ悪党一人消え
納豆にソースかけたらイージス艦
拉致疑惑最初はグーに異論あり

Ａ４にＢ５でもいいことを書く
地下鉄が飛び出してくる滑走路
飛びたくはない風船を膨らます
山廃と産廃読みは難しい
剥がされる鱗と剥げ落ちるタイル

丸山進

市原

愛知

滋賀

津田暹

徳永政二

ときどきは笑ってみたいふとんです
靴下の先をぶらぶらさせている
どこにでも出かけてしまう鳥の顔
助かるかもしれぬ苺を噛んでいる
後列の一番右で雪になる
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金築雨学

おまえがワルイあなたがワルイ錐の穴
人の名を覚えて捨てる半開き
ガラスを踏んだ誰かを踏んだ音がする
ぞろぞろと蟹現われて蒸し返す
精神科私の何も見てくれず
いとう岬

せんそうが始まるまえの薄化粧
やがてくる夕陽きっちり敷きつめて
エプロンをはずしもうすぐ桃咲かす
人形をためしているよ銀河を灯し
くちびるをひとつ届ける武器として
前田 一石

父白書昨年と同じ愚痴である
父白書何度でも描く樹の逸話
父白書縄とびの縄廻っている
父の白書に出てくる腹話術の人形
父白書もう一本の樹をたおす

島根

伊那

玉野

森田栄一

尼崎

岐阜

股間の嘘は拘杞のむらさき花になる
デルボーの帽子に薔薇が刺してある
でっちあげたイラクのイクラ醤油味
骨髄へ橋が架った風の喉ぼとけ
土曜日の天気予報はハムレット

清水貴久彦

岡山

本当です胸のボタンを一つ開け
人事秘なりも一つ頼む缶ビール
市長再選演説はテナー である
その辺に本音隠れてゐる大寒
投げ技の決まる道場ジャズ重し

福力明良

図らずもなどと上手に逃げている
円陣のまんなかにある湿布薬
よく騙す男を躱す丁重に
私の吐息空から覗かれる
友達のままで完結するだろう
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田中節子

九九の声 パミール高原の天候
腹筋の わけても角のおばあさん
兄を取り替えたんぽぽのジャンケン
鶏が飛んだ美しい兵舎跡
二月の思考 花に合う葉がついている
柴崎 昭雄

水道凍結柩が少しあたたかい
雪晴れ間鏡で口を確かめる
浮かべては見たが湯船のイージス艦
泌尿器科外来前のパントマイム
呼吸せり闇に輪郭浮かせんと
岡崎一也

私信焚くとても時間をかけている
何もかも喪い真空パックされ
泥絵具青にこだわり胃酸過多
アイマスクまでなだれこむ飢餓海峡
暗示には弱い黄シャツ干している

神戸

青森

岡山

西村みなみ

蜜月が消える花瓶の外に出て
何枚の扉壊して夜が来る
色の無い虹を挿んでいる手帳
灯台を探す人いきれの中で
一本の歯ブラシになる初期化する

み と せり つ子

アンデルセンの街に降り立つ内緒でね
色彩のあかるい町に辿りつく
作り物の鳥と空を見上げている
遊びせんとて鳥は鳥とて生まれけん
生も死もゆるゆる動く光蘚

森重春江

押入れの奥の寒さは気にしない
括弧つきの夜をだまって聞いている
歩道乾いてなぞなぞごっこする二人
ガラガラポンがらがらぽんと嫉妬心
春の小川に生前贈与など流す

岡山

高松

姫路
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竹原和美

花火を見たあとの気だるい水を飲む
穴を出て穴に還ってゆくひとり
みぞおちで密かに煮える音がする
壁をこわす壁がクククッと嗤う
弱気かな 湯豆腐すぐに浮いてくる
河瀬芳子

春愁がじんわり口を塞ぎにくる
おぼろ夜の眼窩に魚のくびれかな
折り紙の金魚の赤に負けている
繭の中まで傷だらけの落日
黄砂ふり積む月裏の煌めくポスト
ち だれ い子

弟も同じ、右胸に柘榴宿して
大雪の報あり餓鬼の吹溜り
つららでも刺せぬ背部に息殺し
カラスの行列 青の雪片抱きしめよ
眩暈ばかり 成長しないポストの裏側

倉敷

高槻

京都

東 おさ む

鏡よこれはバブル時代の笑い皺
逃亡の夢冷えきったアドバルン
枕反転友の処刑はまだ続く
ともだち五人まとめて古本屋に渡す

石橋水絵

一月晴天耳のない泉岳寺の階段
色彩を決めたのは誰 問いつめる
傲慢なバケツを運ぶつくつく法師
雪は無党派木馬館へと急ごうか

矢島玖美子

断崖のポストに朝刊が落ちる
根性のまんなかへんがへこんでいる
再生の扉をひらくフリージア
この世ではけりがつかないから またね

前 田 ひろえ

冬の楽器雪崩ばかりをくり返す
コロコロと死体転がる万華鏡
裏口にいつも干してある猫の足
放置自転車が次々と死んでいく

岡山

北広島

東京

玉野
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靴下は先を急いでいるという
ローソクがゆらっと揺れて自閉症
濁流の何もしないでいる時間
ひとりきりだった昔と今の距離

樋口仁

畑佳余子

ひび割れた器にのせる定年後
縄跳びの縄が絡んだ顎の位置
耳掃除小鳥の声はよく聴こえ
チリチリと茶漬を食べてあの世まで
松原未湖

ちょっとした勇気動かぬものを蹴る
お返事は鳥が渡ってからにして
音階のミのあたりからぼたん雪
北欧の硝子の上のニ短調
江尻容子

正座して待つ瘡蓋が痒くなる
石橋を渡ってしまい曇り空
頼ってはいけない助手席のみぞれ
白線をお下がりください貨車が来る

三重

津山

福井

岡山

木本朱夏

煮凍りを崩す二月の死者生者
つぎはぎの言葉で死者を暖める
繋ぐ手の無き寂しさの昼の月
わが死後の灰の一握花吹雪

柴田夕起子

直系の細くて長い糸が切れ
一匹が泣くとみな泣く熱帯魚
バーコード通るとほっとする蜆
わたくしを煮るといっぱい灰汁が出る

三輪康明

包丁が自虐の弁で錆びてくる
幸せになろうと沖へ出て溺れ
刃物手にすれば狂気の沙汰が見え
僕を売るあいつが安い値をつける

古俣麻子

心中をしようかなんてヨーグルト
タクシーで浮上始めるビルの底
後ろ手に憐憫吊るす梅もどき
一行に愛撫されてる花便り

和歌山

岡山

岡山

横浜
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山口流木

前を行く影絵追い越してはならぬ
花盗人花は猫なで声をする
こびと
メロンのネットから小人ころげでる
試し伐り竹を選んだのは見せ場

木口公遊

芯のある言葉 腕輪を光らせる
潤いが欲しくて銃口を覗く
歯ぎしりをして黄泉の国から還る
風も樹を揺することなく午後の葬
植田眞佐美

三角の箱に心がはいらない
いつまでも割れない皿の中に空
お守りのようにしている眩暈薬
この辺でそろそろ布を赤く染め
え るん

まぶしいから足もとみつめ歩くね
冬見おくる君はつばき色してる
星をぐりんともち上げて春の宵
ほらフリージアムーンかくれんぼは苦手

岡山

倉敷

加古郡

御殿場

谷智子

さくらが散ればきっと答えが出るでしょう
春までは気持をそっと伏せておく
この川が二人のすべてを知っている
バイキングの列に弱気な僕がいる

桜里刀子

美しい嘘の変動相場性
さびた手がわたしのあとをけしてゆく
たおやかな性の調書の未完成
宇宙へとえんちょうこーどつないでる

重森恒雄

満月の夜には飲んでよい薬
もう落ちていいかと思うほど赤い
テーブルを凹ませている不発弾
日の当たるところがひとつ空いている

斉藤幸男

雪の白さはなんだろう月冴える
折鶴の折り方妻に教えない
何もない掌を開いても覗く奴
宇宙の果てに凸面鏡が置いてある

岡山

愛知

滋賀

加古川
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飯田良祐

ルーズソックス虚子の声音まねてみる
マシュマロの針供養 式子内親王
親族の記帳のあとの磨りガラス
酔いつつも眼の裏のエピキュロス
為則優

矢吹雅男

文字の上行ったり来たり春霞
ふるさとは力を出して子供産む
故郷の風に抱かれて船に乗る
門あけてどうぞと言われ引き返す
ホテルの一室海は自虐の最中
愚かな眼一人の海へ沈む
老い囲む闇から突然の嘴
山か谷か二月の男雲なるや
宗村政巳

目を閉じて鮮やかに逝く 夢ばかり
手が届く位置でしっかり 罠をかけ
返り血をたっぷり浴びて 樹が倒れ
闇の中手探りの手がもどらない

大阪

姫路

岡山

北海道

御影静

霜柱ざくりと鬼の子を宿す
冬の土揺れる断層の欠伸
携帯がぷつりと地平線暮色
熱い眼差し ゆるりと群れるフラミンゴ

竹内ヤス子

神戸

東京

滋賀

妹がまだトンネルを出てこない
寒月の誰も降りないバスに乗る
生きたいか車窓に写る手に見入る
一瞬に崩れる壁に凭れ癖

中島未知世

奈良

認知まで整列させる藁の椅子
入り口で大安だねと言うパセリ
傾きをつけた言葉が沈まない
乗り継ぎを忘れましたと青い鳥

小井和子

寝たふりで明日を待ってる影である
拘れば破調のペンが刺しに来る
辻褄を合わせて重い飯茶碗
狂わねば長い闇から抜け出せぬ
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関本久子

主義主張尻尾の先でゆらゆらと
おむすびで壊れたところ手当てする
生き様を測る基点は亡母にある
川面から誰かの鬱が覗いている
白神桃丸

ばあさんの弾くオルガンのクリスマス
アフガンで殺し 宇宙で殺される
神様も蛇も毒牙をもっている
井上早苗

針弾む中島みゆきを聴きながら
天井で音がする子も起きている
戦争想定のどかな声のアナウンサー
たにひら こころ

痒い痒いポロポロ落ちるピラカンサ
母さんがようやくヨシと言う御飯
蕁麻疹広がる 空が狭くなる
安部海南子

念仏は螢と成って闇を飛ぶ
鉤括弧の中でゆるりと眠れますか
芸術論の花を咲かせて弔いぬ

加古川

岡山

岡山

大阪

松山

桑田好子

力だけはみ出していく星条旗
ポットの湯冷めるも「仕様」どおりです
空き缶の残り一滴愚痴を言う

目野昭子

そのことは問わず語らず桃の花
残された時間に右往左往する
神経を研ぐものがいる夜の病棟

馬場涼子

沸点の菫涼しい瞳で叫ぶ
再婚を考えている濃紫
土筆からみれば悪人たちばかり

北詰とし子

藤井笑子

門標に守られてをり十三忌
断ち切れぬしがらみのせて凧とばす
踏まれても潰れてもなを缶は缶

てのひらの傷を眠らす月おぼろ
紙風船ほどの軽さを翔んで見る
何ゆえに菜の花乱し消えゆきぬ

龍野

加古川

久留米

高砂

岡山
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紅

大阪

（→詳細はＰ62）

小池正博

見つめよう林檎の皮がむけるまで
メドゥーサの首になついた青トカゲ
ウインクの仕方で身元確認す
煉獄でマザーグースを口ずさむ
美しい咳につながる間違い電話
大阪
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楢崎進弘

手配書のとおりに風呂の湯は溢れ
花粉症 犬を飼っても治らない
水深を測る仕事や羊羹切る
温泉に入る 戦争に加担している
片方の耳聞こえない給料日
悔しくて橋の上にも雪は降り

都へ
京
の
葉

ウィンド︲ノーツを読む

﹁逆まつげのように﹂

石部

明

創刊号に思いがけない反響をいただいた。そのなかに誌の
理念は何かという質問があった。だが、アクア・ノーツの石

く、秩序からのの解体を迫る言葉と、それに向き合う自然的

な個の存在が、あや子の中で、一つの新しい世界を見せはじ
めたようだ。

「なまぬるい」という負荷性の感覚によって、導きだされた

精神風景の、「仮眠室」にまどろむ作者をじっと見下ろす影

のない鳥。不安と倦怠を象徴する鳥によって、作者をさらに

しかし、あや子作品のすべてが倦怠と虚無の中で書かれて

苦しめるために用意された 作(者自身が用意した 風)景は、ざ
らついた精神を内包しなから作者の存在を際だてゆく。

などは、言葉の思いがけない斡旋の妙味というべきか、奇妙

横澤 あや子

な生の覚醒を生む「すき間家具」は、読者をさまざまな読み

ゆっくりと野を吐きながらすき間家具

いるということではなく、

伝えられると思っている。それよりもこの誌は場の提供を第

田柊馬評、ウインドウ・ノーツの私の選で、理念はおのずと
一と考えている。書きたいものが自由に書ける場、真摯に川

北沢 瞳

に導く魅力に満ちている。

上に、突き当たる一つに言葉の意味性という問題がある。時

川柳にとっての形式とは何か、言葉とは何かを考えてゆく

寺の柱に縛られて咲く黄水仙

柳と向き合うもののステージでありたい。たとえ二句でも三
句であっても自らが誇りを持ってそこに立つ。そのための
「アクア・ノーツ」であり、それが川柳刷新に向かう理念に
なるだろう。
横澤あや子が作品化に向かってゆく言葉の格闘を、数年前

でにそのことの議論を始めている。たとえばここに提示した

かわる重要な意味を持っていることに気づいた私たちは、す

柳が、言葉の多義性に目覚めたとき、それは川柳の本質にか

代の要請によって座の共同性から、個の文芸性に移行した川

から注目していたが、折り合いをつけなければ気の済まない

横澤あや子

律儀な言葉を、解き放とうとしながら、もう一つ自由にして

句の、「寺の柱に」「縛られて」「咲く」「黄水仙」の、ど

なまぬるい鳥棲まわせて仮眠室

やれないもどかしさを痛々しく眺めていた。しかしようや
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ように読み手に伝わってくるのだろうか。私はそこに意味の

それなのに、この異常とも思える言葉の意味が、なぜ当然の

は通常の意味を大きく逸れて、常識を覆い隠そうと試みる。

れも通常の意味を逸れていない。だが、一句の言葉（情景）

った。

や国境を超え、人類共通のバカさ加減を告発する」一句とな

論「隣は何をする人ぞ」の渡辺隆夫氏ふうに言えば、「時代

国家日本を、見事にコケにした「イクラ醤油味」。前号の評

られながら、右往左往する国際社会と、意志を持たない微笑

前田 ひろえ

どこの駅前にもひしめきあっている放置自転車は、生活そ

放置自転車がつぎつぎと死んでゆく

捩れを補強する作者の一句構成の力を汲み取っているのだ
が、これからの川柳が意味の多義性、詩的飛躍などを形式に
導入しようとすれば、一句の《構成》はさらに重要な意味を

のものの象徴として、歪な社会や組織が生みだす、触覚の絡

今回いちばん面白く読んだのが紅実作品。言ってしまえば

て、眉をひそめて遠巻きに見ている人々の前で、自転車はカ

れない焦りや不安感までもが、この異様な風景に溶けはじめ

庭の危機、地域社会への無関心、あるいは自身への得体の知

みあう爬虫類のように、あるいは銀色に光る怪獣のように、

単純な構造で仕上げられている句なのだが、「蝶結び」「逆

タカ、カタンと乾いた音を残して、一台ずつ倒れてゆく。駅

泉 紅実

まつげのように」などポイントになる言葉の収まり具合は、

前雑居ビルも、成熟しきって、それでも薄汚く原色を撒き散

今はガマンあちらこちらに蝶結び

持ってくるのではないだろうか。

決して上っ面だけを撫でてゆく単純な表現ではないことがう

らす広告塔も、人々も、自転車と同じようにカタン、カタン

人間を疎外する異様な風景を見せはじめる。そして突如、家

かがわれる。私たちは、さもそれが時代の要請のように、

と死んでゆくのである。そして不毛の現代はぽつんと駅前に

同

「人間とは何か」を命題として思いつめてきた。だが、のび

もっと泣きなさい逆まつげのように

やかな比喩によって紅実作品は、やたら難しい比喩の世界に

西村 みなみ

取り残される。

灯台を探す人いきれの中で

没頭してゆく川柳とは別の、内面に向かう広がりと自由をも
つて、自らを瑞々しく更新してゆくようである。

端的にいえば現代というおそろしく刹那的な時代を象徴す

る孤独。お互いに生臭い息を吐きあう人間同士の、触れれば

森田 栄一

「でっちあげたイラク」はヒステリックに武力行使を急ぐ

そこに生じるはずの連帯意識も、笑顔の交流も何か空々しく

でっちあげたイラクのイクラ醤油味

横暴な大国アメリカの意図が丸見えだが、その大国に引きず
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虚無的な軋みの中で、作者の視線は、自らのまわりに広がる

美は活きている。

はり「弱気かな 湯豆腐すぐに浮いてくる」のほうに竹原和

畑 佳余子

社会そのものを孤独と捉え、自らもまた孤独な一人として、

縄跳びの縄が絡んだ顎の位置

は、時にその反動として無意味に言葉を弄ぶことで救われ、

真面目派は別にして、川柳における現代という乾いた精神性

機知に富んだ言葉の遊び、と川柳を捉えることを喜ばない

顔を見せるのだろう。「顎の位置」という設定が、その危う

見せたとき、縄は容赦なく人に襲い、人にからんで凶器の素

回りつづける命のように。しかし、人間がふとスキや弱みを

園地で、ビルの屋上で、あるいは会議室で、早朝の魚市場で

さをうちに沈めて、何食わぬ素振りで永遠に回り続ける。遊

「縄跳びの縄」は、いつ凶器に擦り替わるかもしれない危う

癒されようとする傾向はある。この句もその表現方法は、た

さをさらに増幅し、日常に潜む、命そのものの狂気の一端を

古俣 麻子

だ単に気分に形を与えたものに過ぎないが、他愛ない痴話

心中をしょうかなんてヨーグルト

あるはずのない「灯台」を求めて人混みの中をさまよう。

に、少し捻りを効かした「ヨーグルト」の飛躍によって、感

この句を理屈で読めば難しくない。渡って来るのか渡ってい

松原 未湖

予見して見せる。

くのか、どちらにしても渡り鳥の季節を節目にして、「お返

お返事は鳥が渡ってからにして

覚的に現代の浮遊感を捉えることに成功している。一句に批
蔵蔵庫にもある、いわば《健全な家庭》の象徴のようなもの

事」はそれからでいいという切ない抒情の句ということにな

評と飛躍のバネを与えた「ヨーグルト」は、どこの家庭の冷
で、およそ批評の欠片など見つかりそうにもないが、実はそ

る。しかし、それではこの句は活きてこない。何か深い意味
で読んでこそ味わいもある。

を込めようとしたわけではなく、気分で書かれた句は、気分

の無批評性こそが、しっかりと批評の役割を果たしているの
竹原 和美

である。
花火を見たあとの気だるい水を飲む

女は一人、を想定しょう。夏の夜空に打ち上げられた花火

もよいという薬とは何だろう。秋草を挿し、団子や芋を供え

八月十五日夜の月であり中秋の満月。その夜にだけ飲んで

重森 恒雄

の濡れるのもかまわず、顎を濡らして飲み干す水に、気だる

て月を愛でる習慣はあっても、薬を飲むという習慣があると

満月の夜には飲んでよい薬

い官能に焦れる身体を冷やすのであろうか。と、作者にはめ

とその爆発音に、身体の芯まで揺さぶられた女は、浴衣の裾

ずらしい小説的手法の一句が読者に手渡されたわけだが、や
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埋め尽くされた日常の、ふとしたはずみから滲みでたような

は思えないが、きわめて個人的感慨として、隙間なく生活で

が活かされていて、川柳を書くという行為の向こうにあるも

る」「ばあさんの弾く」などに発見はないが、視点の確かさ

でそろそろ」「ぷつりと」「力を出して」「はみだしてい

ていることに気がつくべきだろう。「さびた手が」「この辺

離婚届で込み合っている河口

花を選る間うっすら汗をかく

正確に静かに揺するフライパン

みとせりつ子

松原 典子

草地 豊子

畑 美樹

その他の注目

意識が、句にの中にささやかに込められている。

のに、幻想としてではなく実感として向かっていこうとする

句のどこかに、おそらくは作者の現実が隠されているのだろ
竹内 ヤス子

う。
寒月の誰も降りないバスに乗る
冴えざえとした寒月光に照らされて一台のバスが止まる。
いつもの時間のバス停なのに、なぜか誰も降りてはこない。
った。果たして行き先はどこだろうか。いつものバスとは違

ちだ れい子

一瞬ふっと不安に包まれながら、いつものように乗ってしま
う不安を・・押し殺すように私はシートに身を沈めて、日常

生も死もゆるゆる動く光蘚

小池 正博

弟も同じ 右胸に柘榴宿して
桜里 刀子

美しい咳につながる間違い電話

が非日常にすり替わる瞬間を、もう観念したように目を閉じ

植田 眞佐美

る。「寒月」の静謐な時間の空間に、浮遊する孤独な精神の
さびた手がわたしのあとをけしてゆく

御影 静

飯田 良祐

この辺でそろそろ布を赤く染め

為則 優

田中 博造

携帯がぷつりと地平線暮色

桑田 好子

ルーズソックス虚子の声色まねてみる

ふるさとは力を出して子供産む

冬蝿の逢いに行かねばならぬなり

力だけはみ出している星条旗

白神 桃丸

さりげない提示、と読んだ。

ばあさんの弾くオルガンのクリスマス

平凡な日常の繰り返しに、書くべきテーマなどあるはずは
ないと嘆いている声をよく耳にする。だが日常の豊かさや驚
きをどう導きだすか。まだまだ日常には未知の空間が広がっ
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響き合う竹伐る刃音夕焼ける

鞘に納まりきれない少年の刃

父は父の顔で刃物を磨いでいる

黙ってたことをナイフの刃に映す

戦争で折られた刃物持ち歩く

刃からしたたる戒を受け止める

刃こぼれのこぼれたあたり掃いている

おしゃれしてネイルサロンで刃になるの

雨ざんざ刃が光る雨ざんざ

刃こぼれをして職安のドアを出る

水府忌に大福を切り刻みおり

二枚刃の前にある刃が妻である

御影静

松原未湖

藤井笑子

前田ひろえ

畑佳余子

丸山進

北沢瞳

安部海南子

松原未湖

桜里刀子

目野昭子

草地豊子

飯田良祐

津田暹

時間を通った足跡とギロチンの刃

風船に優しい刃当ててやる

刃先より水滴っている真昼

刃こぼれのナイフで桃が切れますか

海を斬らねばうみをきらねば凍て刃

好きですとまっすぐな瞳の刃立て

修羅八荒それから青い刃を愛す

刃錆びてすり抜けた魚のかずなど

刃物屋のしずかな明るさが好きだ

春を呼ぶ紙の刃を研いでいる

いとしくて抱かな細刃の顛末記

つかの間の情事にいざる月は刃に

極楽に行くには刃物いりますか

出刃を研ぎながら頭が冴えてくる

墓の下の眠らない鶴彬の刃

肉切った包丁だからよく光る

なまくらが大木を伐る夢をみる

森田栄一

小池正博

金築雨学

竹原和美

一戸涼子

井上早苗

進藤一車

河瀬芳子

森重春江

小井和子

岡崎一也

進藤一車

植田眞佐美

斉藤幸男

浪越靖政

柴田夕起子

馬場涼子

石橋水絵

切るほかに用事はないし淋しいし

谷平こころ

選と評

少年の欺き刃こぼれのナイフ

め

切れないようにゆっくり研いでいる刃物

関本久子

岡崎一也

山本忠次郎

江尻容子

はなの唇を

埋め戻す

双刃へ

満開の峠のあたりはらはら刃

刃こぼれをした父がまだ立っている

特選

出刃錆びて訴えること二つ三つ

松永千秋
木口公遊

エンドマークが重なる後ろ手の刃
一度だけ刃先を舐めたことがある

白神桃丸

三輪康明

研ぎ減って刃のない剣となりにけり

愛と憎両刃に絶景なるいくさ

課題吟「刃」
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始まった。雪像造りにはじめて参加した素材は勿論「雪」造

北国は雪祭り、北海道のあちらこちらで雪像、氷像造りが

の少年達は得意気に肥後守で竹トンボ等作ってくれました。

最近の鉛筆も削れない子にナイフをと言う。そう言えば、昔

ヨーロッパそして日本にも戦国時代、暗くて悲しいいくさ

森田栄一

ギロチン・鈴ヶ森刑場

があった。今私達が見聞きするのは過ぎた日のこと。しかし

時間を通った足跡とギロチンの刃

り手がそれぞれ手にしているのは刃物。ナイフ・小刃・はさ
丁度そんなとき全国各地のバックストロークの仲間から課

み・鋸・鉋・パン切り包丁などなどの刃、刃物。
題吟「刃」の句が届いた。まるで雪像造りに呼応参加するか

山本忠次郎

岡崎一也

戦さで逝った父の、現代企業戦士者の父。刀つき矢をつき

刃こぼれをした父がまだ立っている

感させる。ああ、今でもどこかの国でそれは続いている。

歴史の刻印は現実に足跡として残される。刃の恐ろしさを実

畑佳余子

のように。最終的に三八名参加。一一四句からの選です。
石器時代

埋め戻す 双刃へ はなの唇を

た男の無念さを彷彿とさせた力量。

父は父の顔で刃物を磨いでいる

人間が直立二足歩行し、いわゆる石器時代から刃物を持ち

い。

満開の峠のあたりはらはら刃

を待つばかりです。

雪祭りが終わり刃物たちも元の位置に収まり、北国は春

もあって後悔ばかりですネ。

はそろそろ下り坂。はらはらと嬉しさと悲哀の刃。刃こぼれ

句姿の美しさに惹かれる。内容も、人生の満開。しかし峠

江尻容子

が適当であろうが、この句には双刃が似合う。花の唇がい

を滲ませる。埋め戻すは取り戻す時間。もろ刃は両刃。諸刃

今までのふたりは動。これからの二人は静。男と女の情感

始め妻や子を養った。昔も今も変らず父の顔をして刃物を磨
包丁塚
柴田夕起子

いていた。さて現代こんな男らしい男は少なくなった。
肉切った包丁だからよく光る

日本国中に包丁塚があるという。祭神は、日本武尊倭延命
と妃の弟橘媛の神事が元とか。食べ物への感謝を込めた伝統
儀式包丁式もあり、さばくのは魚、肉、野菜であろう。
肥後守
前田ひろえ

この句の肉切ったには別の心情があり興味はつきない。
鞘に納まりきれない少年の刃

なんと少年少女の刺殺事件の多い昨今。教育評論家は、

（詳細はP63）

次号課題は「恩」前田一石選です。
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にされ、それぞれがささやかな欲望にしがみつき、内側にそ

の保守性を固めながら民衆の認識を持ち続けるとその内外の

摩擦は慢性的な微熱を持ち始める。危機感のない病巣が目の

前でゆっくりと拡がっていく様を皆で見ているといった感じ

の川柳活動は、今日から明日へと流れていく時間の中での無

るが仕事と家事の単調な一日は変わらない。そうした日常で

日何をしていただろう。」という思いに捕らわれることはあ

続することを考えて生活しているわけではない。「自分は今

私達は日ごろ思想や観念、あるいは想像力など精神性を持

と、何らかのエネルギーが生じていることも確かである。そ

実的なものを抽象、イメージの世界へ広げた世界であったり

己否定と自己肯定の繰り返しであったり、実存社会という現

のは一見、自由な、生の、さまざまな人々の視点であり、自

いくしかないのだ。そしてその日常が私達に書かせているも

の内部に漫然とある摩擦と不安を日常として言葉をつないで

かおり

自覚との戦いともいえるような気がする。私達をとりまく社

こにはある程度の衝撃力や満足感も犇めいていて、主語に溢

清水

だ。そこに失われていくものがあると気付き、慌ててそれを

埋めるものを探してみるのだが、私達のちっぽけな精神活動

は膨大なそれぞれの日常に呑み込まれてしまう。

会があまりにも平和で、居心地のよい凡俗な生活を提供して

れるこの日常を書ききっていけば到達する風景があるのだと

言葉の背後

しかし、どんな形にしろ川柳活動をしていく上ではエネル

きてくれたおかげで、私達の社会との関係意識は希薄になっ

私達に思わせている。

ギーが必要である。書くことを持続させるために私達は意識

てしまった。反面、個人の側への執着はしだいに大きくなっ

る。未来へのエネルギーが肉声のない失意を孕んだところか

はそうした自身の作句活動に心のどこかで疑問を感じてい

追想するのは、そこにあらゆる感情の原初が隠されているか

感じていた。清水昶は「人が時としてみずからの少年時代を

私は書くという行為の前にいつも心の軋みのようなものを

ていき、その閉鎖性に酔いしれているかのように見える。私

ら生まれてくるような気がしてならないからだ。個人が大切
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まり、自身が経験したものではないが確かに在った感覚、心

に出現した可能性がある。それは一冊の本との出会いから始

いるが、私の中に存在するこの軋みもそうしたごく短い時期

発生するといっても過言ではない」とそのエッセイに書いて

少年時代であり、すべての屈辱と誇りの原質は少年時代より

の海南中学校への転校を余儀なくされた。この頃から彼の社

飛び越えて入学をするが、体調を崩して休学し、軍人養成校

たという。当時、英才教育で有名であった土佐中学校へ二年

が鋭く小学校のころには藤村や啄木、ランボーに耽溺してい

をみない記憶力で評判になり、特に言葉と文字に対する感覚

彼は幼少の頃から神童と呼ばれていた。高知県下でその類

らにほかならない。最初に言葉によって自己を認識するのは

の底からこみ上げてくる言いようのない感覚であったと思い

会主義への傾向が強まる。そして軍事教練反対闘争などを組

土佐文雄「人間の骨」とあった。以前、祖父が家族にその本

積まれた祖父の本棚に見つけた彼の生涯を記した本は、著者

私は高校二年の時に槙村浩と出会った。まったく無造作に

積極的に参加していった。

卒業後、高知に帰ってからは組織活動、とりわけ文化運動に

くここで反戦詩人、槙村浩の素地は出来上がったといえる。

ある。関西中学校は自由主義的な校風を持つ学校だったらし

織し、結局、岡山の関西中学校へと再度転校をさせられたと

出すことができる。

に親しい友人が書かれていると話しているのを聞いたことが

すぎずそのうち三年三ヵ月は獄中であった。ファシズムの色

彼の文筆活動は一九三一年から一九三六年までの五年間に

槙村浩は一九一二年生まれとあるから当時存命であったな

あり興味を覚え手にしたのだ。

濃い当時の情勢の中での彼の作家活動はそのまま政治的活動

向はありえない。転向は詩人の死を意味する。」と言った自

といえるものであり、「政治家に転向はありえても詩人に転

己への厳しさは現代の私達には想像がつかないほどの強靭な

ら六十歳を過ぎていたはずだ。しかし私が出会った彼は、二
高知県生まれのプロレタリア詩人、槙村浩は反戦革命家と

十六歳の青年だった。
して左翼弾圧の果てに短い生涯を終えている。個人の思想が

精神性に支えられていた。
「生ける銃架」

死へと繋がる時代に生きた青年の、血を吐くような言葉の
数々は衝撃的なリアリテイをもって私を魅了し、偏差値教育
の真っ只中にいた私の心に鮮やかな人物像を打ち立てた。
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お前は思想を持たぬただの一個の銃架だ

お前の影は人間の形を失い、お前の姿は背嚢に隠れ

血のような夕日を浴びてお前が黙々と進むとき

銃架よ、お前はおれの心臓に異様な戦慄を与える

高粱の畠を分けて銃架の影はきょうも続いて行く

とした感覚に包まれるのだった。私が彼から受け取ったもの

が、そこにはあったであろうと考えると私はいつもひりひり

表現などとは程遠い「書く」という行為へのただならぬ渇望

況の中で多くの革命詩と論文が生まれたのだが、私達が思う

て彼自身の脳細胞に刻みつけられていたと聞く。そうした状

られた詩である。この時代、政治的な煽動のためにスローガ

で、のちに新人賞を受け日本プロレタリア詩集の巻頭にのせ

これは彼が反戦詩人として大きく評価された代表的な作品

う。

への心の軋みを絶えず生み出しているのかもしれないと思

かないような潜在的な痛点が出来てしまい、安易に書くこと

永遠のジレンマであり、それによっておそらく私自身が気付

は、夭逝した青年への強い憧れと作家としての彼の飢餓感、

ンの呼びかけに流れた作品が多い中、彼の作品は少し違って

は社会主義闘争を核にして書かれており、高校生の私が共感

が一瞬止まったような錯覚をみせる。勿論、彼の作品の多く

ち精神の荒れをみせない作品は、読む者にとって時間の流れ

に驚かされた。この時代背景にあっても崇高な文学精神を保

描写が美しい「間島パルチザンの歌」など、これらの芸術性

った作品や、言葉の背景に自身の心の原風景を漂わせ、その

架」のように、時代にすり減らされる青年の諦観が入り混じ

さだめに笑みて君を思う

我は獄に朽つるべき

花さき匂う青春くれど

光を嗣来し同志らに

時はわれらに辛かりき

空のあなたに君遠く

鎖を鍛ぎし大理石の

死して違わぬ同志ゆえ

いた。焼け付くような活動家の詩でありながら「生ける銃

を覚えるという類の作品ではなかった。けれども革命の情熱

時はわれらに辛かりき

槙村浩は刑務所内で受けた拷問により極度の躁鬱病、不眠

を叙事詩として導入し美しさをも感じさせる作品に私は一人
の青年の青春を確かに感じ取ったのだ。
獄中、反政府作家であった彼には紙と鉛筆は与えられず全
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かつて仄かな恋心を抱いた女性の訪問を受けた折、病床の彼

そのまま入院、ついに社会復帰することはかなわなかった。

するが、再度の逮捕、入獄によって重症となり家に返され、

同様の姿で出獄する。その後、母親の献身的看護で一旦回復

急速な体力の衰えに加え精神を病んだ彼は、昭和十年、廃人

症という食べ物が食道を通らなくなる病気になってしまう。

症、など神経を病んだ。精神の極限からついには拘禁性狭窄

の時代にあっても共鳴することはないのだと思う。

色も、現代の知識層を反映する凛としたものでなければ、ど

思えてならない。川柳のもつ時代批判性と人間観察という特

ことによって社会的地位を放棄しているようなものであると

クユーモアの域にその場所があるような現状は、社会を詠う

る時、一般に雑誌や新聞に掲載される作品の個人的なブラッ

しまうのは簡単だろう。だが川柳が担っている社会性を考え

作品が内包する書き手の精神性の違いを「時代」と言って

現実と非現実の接点を思考し言語化しうる限りの挑戦を繰

は廃人のような顔でひとことも発することはなかったが、彼
女が帰ったあと母親に前述の詩を聞かせた。母親は号泣した

り返す私達の姿に、どこか空虚さが絡みついているのは向か

作品は個人の産物であると同時に時代の産物である。作者

た時代に強いられるものを受認させられていることを強く感

ら、しかし自分の生活圏を出ない大半の作品群に、私達もま

学のあるべき姿を書いた多くの論考に再確認をせまられなが

うべき姿のビジョンが見えていないからだろうか。短詩形文
の生きた時代と向き合い、そこに確かにあった人間の営みを

じるのである

という。

知り、想いを知ることは読み手として当然のことであるが、

時間を超えて誰かに出会うことができるだろうか、と自問を

そして、私達が書いているものは時代を語れるだろうか、

槙村浩の声が聞こえている。

番大切な条件だと思います。」

書くことですよ。これが文学にとって始めから終わりまで一

「ともかく自分がいま一番書きたい、訴えたいと思うことを

のは生きている今を書くということだけのようだ。

槙村浩と私の共通点など、どこを探してもなかった。ある

書き手として彼らの輝きを受け取る時、肉体を越えた精神の
出会いという感覚がある。私は槙村の生死の無残を思うより

繰り返している。彼が狭い獄舎で見ていたであろう同じ南国

も彼の言葉に彼の精神を感じその真っ直ぐな視線を感じた。

の月を見るたびに、言葉を獲得していくという課題の大きさ
に怯んでしまう。
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現代川柳私見

社会性にかえて

松本

仁

ＣＮＮだったか、ＢＳを見ていると、アメリカのコメンテ
ーターが、このイラク戦争は、ポストモダンの戦争であると

まとまったものであろうと思う。その自己規定の先は「短詩

無性説」に向かい、叙情の質的な差に過ぎず最終的には「完

全に短詩を分けることは不可能」であることを述べており、

石田柊馬の短詩系文芸エコール論にもつながる。現代の短詩

型は、まさにジャンク状況にあり、境界の希薄さが春三の理

論の証明をいま現象的に指し示しているようだ。この春三の

「相対性理論」とも呼べるものを超えることが求められてい
るのだと思う。

クション」で、「川柳は自己規定が希薄である」と他の短詩

確立したのは、河野春三の出現であった。先の「川柳ジャン

してどこへ行くのだろうか。現代川柳と言う姿を最も露にし

とは確かだ。私たちの現代川柳はどこまで来たのだろう。そ

がしたが、このような世界に私たちの川柳も存在しているこ

ことはあまり頭に入っていないようで、軽々しく奇異な感じ

かつてなかったものだと。しかし多数の人命が失われている

視野に入れていると言うことであるらしい。こういう戦争は

ドを狙った戦争であり、戦争を遂行しながら、戦争の構想を

のものであった。優れた現代川柳の作品や批評を出現させる

刊するという事を繰り返し、雑誌の安定や経営とは全く無縁

出すことが目的であっただろうが、同人雑誌を創刊しては廃

ある。春三に至っては、続けることではなく、思いのものを

していた句集が富沢赤黄男の「天の狼」であるのは象徴的で

を持たず辺境でその作業を行っていたのだ。春三が最も評価

いていた。どちらも俳句界、川柳界では安定的バックボーン

ていたその時、春三たちも、現代川柳を確立する道を切り拓

究」で新しい地平を切り開き現代俳句を確立する流れを創っ

俳句においては富沢赤黄男ラインの高柳重信が「俳句研

現代俳句成立との関係

分野から指摘されたが、河野春三著の「現代川柳への理解」

ため渦のようなものを理想としていた。川柳界では中心勢力

言っていた。彼の言うところの意味は、フセインというヘッ

が現代川柳を解き明かし、自己規定に取り組んだ最初の最も
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柳重信と春三が散らした火花のようなものは、現代俳句と現

サイダー）は明日の本流になる可能性がある。そんなとき高

となりえなかったのはむべなるかなである。異端者（アウト

うに。

作品が富沢赤黄男、高柳重信らの目指した地平の上にあるよ

活動の目指した地平の上にあるであろう。現代俳句における

た樋口由紀子の「容顔」、なかはられいこ作品も春三たちの

（敬称略）

評論執筆予定
小池正博 （同人）
矢島玖美子（会員）
佐古良男（歌人）

次号は２００３年７月発行です。

代川柳の成立の時代を映し出している。俳句は桑原氏の第二
芸術論により「思想性・社会性の乏しさ」を指摘されこの批
判に耐えるものを最後に確立しようとしていた。現代川柳は
第二芸術論の視野にも入っていなかったのである。しかし、
同時期に思想性、社会性をも内包し得るものを目指していた
のである。
社会性はどこへ
「社会性」という言葉が発しられた瞬間色を失うように、
「川柳の社会性」と言う言葉に今や大きなパワーをもち得な
くなっている。これこそポストモダン的状況であろう。しか
し、使い古された「社会性」という言葉を破壊する社会性が
求められているのだろう。そして現代川柳が出現したよう
に、メインストリームからではなく、現代川柳の伏流から出
現するかもしれない。
春三らの目指した現代川柳の末端あるいは先端に「現代川

45

柳の精鋭たち」の作品は存在する。定金冬二の「一老人」も
渡辺隆夫の「亀れおん」もあり、石部明の「遊魔系」も、ま

次号予告

中西
﹁バックストローク﹂創刊号を読む

ひろ美

この機会に、最近は常に身近にあるようになった川柳誌の
」
数々をいっきに読破した。「はっとせ」「雪灯」「 MANO
「杜人」「ちしゃとう」「双眸」と、一度は目を通したもの
も再読した。勢いで、「現代俳句」の〈俳句と川柳〉特集ま
で（これは久々に）熟読した。それは、本誌の（本誌と時を
同じく創刊された「双眸」についても）川柳誌としての位置
付けや、創刊の背景などを知りたかったからである。
「双眸」発行人・野沢省吾には「雪灯」、「バックストロ

”

」という、活動拠点が現に
ーク」発行人・石部明には「 MANO
ある状態での新誌創刊である。私のいる外野席からは、既存
”

の誌では為しえぬ何かを求めての 挙兵 であるかと、それは
映った。だが両誌創刊号を実際に手にしてみると、そのよう
”

なものものしさはなく、これまでゆるやかな協力関係にあっ
”

た川柳作家たちの 結集 という印象であった。結集して何が
起こるのか、いや何を起こすのか。私たち外野席の者までも

巻き込んでしまうような、そんな混沌とした活力が生まれて

こないだろうかと期待しているのである。なぜ川柳誌の創刊

にそんなに期待するのか。俳句の世界ではもう一誌や二誌創

刊したぐらいでは話題にもならないのである。俳壇というピ

ラミッド社会では皆それなりの地位を与えられているから、

よけいなことを言わず、よけいなことをやらず、よけいなこ

とを考えずにいれば、けっこう楽しく俳句をやっていられる

のだ。だから、俳人社会には「金持ち喧嘩せず」の空気が満

ちている。その空気を好まぬ俳人はピラミッド社会とは関わ

りなく個として放浪するか、小さなグループで活動するかで

ある。この貴重な４ページを与えれられて記すことは、小さ

なグループで活動する一人の俳人の、ただの幻視幻想である

のかも知れない。お許しいただきたい。

手元にある川柳誌を読みあさってみても、本誌の川柳界で

の位置付けのようなものが見えてくることはなかった。た

だ、川柳に関するたくさんの著述を集中して読むことは、実

に多くのことを考えさせてくれた。この量ということは意外

に大事なことだと思う。たとえば川柳に関する論評が、一誌

に二編あるとする。一誌を読んだだけで川柳を考えるより、

十誌を読んで川柳を考えたほうが、より多くの視点で川柳を

とらえることが可能だと言えるだろう。それにしても「双

眸」にも「バックストローク」にも、同人欄と別に投句欄が
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あり、両方の誌のそれぞれの欄に作品を発表している作家が

（もしくは編集）することも、川柳の現在では必然なのだろ

のエネルギーが充ちている。一人の柳人が複数の誌を発行

『歳時記』に載っている言葉ならどこにあってもぜーんぶ季

と、俳人は季語に使われていると思われるかも知れないが、

ることを拒否していると、私にも感じられる。柳人から見る

と春の空 石部明〉の「春の空」も同じく季語として存在す

樋口由紀子の『遊魔系』評にある〈水掻きのある手がふっ

ら）、いまの日本の実像に迫っている一句と思われる。

う。発言の場が増えることが、すなわち発言者を増やすこと

複数いる。私はこのエネルギーに瞠目する。川柳の場は拡大

となる川柳界に、私は羨望の眼差しを向けている。前置きが

渡辺隆夫作〈原子を作るための原男原女の集い〉にも注目

いる作品を見分けることはできるのである。

品と、作者の意に反して、言葉が季語として機能しちゃって

ば、言葉を季語として存在させない意志のはたらいている作

妙な違いはあるにしても、しっかり季語と取り組んでいれ

語、と思いこんでいる俳人ばかりではない。個々の感覚に微

広瀬ちえみ

まずは作品鑑賞。（同人欄、投句欄の別なく作者単位に）

長くなった。そろそろ本誌創刊号に的を絞ろう。
袋から夜の粒々出して食う

静まりかえった深夜、ひとりカチャカチャ原稿を書いたり
編集したりしていると、真っ暗闇のなかに自分のいる場所だ
けが浮遊しているような気がしてくる。女はそんなとき何か

北沢瞳

した。軽い笑いから重い笑いへ誘いこむ作者の技量はすご

同

い。

共食いや醤油をかけるかけられる

食べる。空腹なのではなく自分を確かめるために食べるのだ

渡辺隆夫

生きるということ、生活するということ、そこからいやお

竹藪に嫁いで竹籠を作る

から、乾葡萄とか雛あられのようなものがいい。生きている
村中の曼珠沙華が避妊中

実感としての孤独が過不足なく描かれて共感できる

うなく発生する人と人との関係。この作者はそういうやっか

同

はただの言葉だ」というのだ。そうなんだろうと思うが、

いなものと日々対峙している人なのだろう。苦しいけど逃げ

縦糸横糸握り花子は誕生す

「ここでこんなふうに使って季語として読むなといわれても

柳人からよく聞くことがある。「俳句では季語でも川柳で

ネ」と、思わせる川柳作品が少なくないのも事実。しかし、

浪越靖政

ずに向き合って、こんなにいい句を作っている。

マンモスになるまで交尾くりかえす

この「曼珠沙華」には、季語として読まれることを拒否する
川柳人魂を感じる。村というものを通して（しかも裏側か
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か。地球上の核を全部出してみたら、恐くなって今度こそ本

隠してる核を出してきたら、実際どのくらいの量になるの

気で考えるんじゃないかしら。ちいさいのだったら私だって

同
定金冬二〉を常

〈マンモスに〉の句意のおもしろさに惹かれるが、名句と

絨毯の裏びっしりとテロリスト
される〈一老人 交尾の姿勢ならできる

持っているんですから。

（そうだからというべきか）、この作がこの作者の個性であ

いかにも現代的な完成度の高い作品と思われる。それなのに

〈明け方の〉の句は、助詞ひとつにも無駄なものがない。

にどこかで引用句として見ているせいか、「交尾」は川柳で
す」「殺される」なども、川柳作家が好んで選択する言葉で

よく見る言葉という印象をぬぐえない。他にも「狂う」「殺
あると日頃感じているのだが、そんなふうに感じるのは私だ

るとは言いきれないものを感じてしまう。

分は作品のおもしろさであり、もう半分は論評の豊かさであ

まだまだ注目した作品はたくさんあるが、本誌の魅力の半

けだろうか。それらの言葉には、俳句の「季語」のように、

ることに触れなければならない。私が前置きの部分で書いた

川柳人には創作意欲を刺激する特別な何かがあるのだろうか。
〈絨毯の〉の句は、手織り高級絨毯の上で暮らす人々と生

には必ず文章欄があり、ほとんどの誌で誰かの川柳論・川柳

産国の人々との関係を、精神性の深いところで見抜いた秀句
白藤海

量のことである。私の手元にある川柳誌の（俳句誌も）多く

暑いのか哀しいんだか寒いのか

観に触れることができる。しかし、一冊に八編もの批評・評

であると私には思えた。
同

同

丸山進

強姦は市中引き廻しの上羅刹

同

渡辺隆夫

同

水道水を禊に止揚するなかれ

流木を神とみるか性器とみるか

素。現代の《私性》も《詩性》も放擲しての気分のよさ、そ

言い放つ気分、きっぷ。川柳のなかにある《啖呵》の要

―

同人作品評を書いた石田柊馬「ビスマスの部屋」の一節、

八編の論評からたくさんの刺激と知識を得た。

論が展開されるのは稀であると言わねばならない。私はこの

雲の成分はたましいだと思う

鑑賞者の方へぐいぐい押してくる作品群のなかに、この作
者の個性を発見してほっとした。ふと自分の眉間の縦じわに
気がつく。いいんだいいんだ、しょうがないから明日も会社
にいって日本人してやるか。なんて気持ちにさせてくれる作
俺だって多少の核を隠してる

品は貴重だ。
明け方の股間を通る不審船

〈俺だって〉の句には笑った。みんなが「実は‥」などと
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これで私は、川柳でいうところの「あつかましさ」の魅力と

だ。―

れで充分、という川柳で、あつかましさがなによりの魅力

きな衝撃を受けた。川柳の言葉の、俳句にはない力を実感し

する姿勢を見た。以前私は〈老人は〉の句を何かで見て、大

と発言する隆夫氏の、川柳という視点で現在を直視しようと

対句になる―

もうすこし傘さしておく雨あがり

割り箸の袋ごときに負けている

― 前のめり卑しいクセは直らない

畑美樹

いとう岬

小池正博

楢崎進弘

金築雨学

許容できる文芸であるのか、切り捨ててしまう文芸なのかと

どと誰も思っていない。だが、こういうぎりぎりのところを

こそ川柳のなかの川柳で、みんなこういう句を作ればいいな

ってしまうのかと訝しく思った。もちろん、〈老人は〉の句

現代川柳は、こんなに破壊力のある作品を惜しみなく捨て去

いまの川柳界の驚くべき現実だった。私には不思議だった。

後、もれ聞こえてくる川柳人たちのこの句に対する酷評は、

た衝撃だった。正直に言うと負けたと思った。ところがその

いうことを理解することができたのだ。
投句欄作品評の「石部明」やさしくて強靭なことば」から

満月やバケツの中の老後かな

津田暹

は、

まっさきに手首を映す鏡あり

な問題だとは思えないのである。

いうことは、ジャンルとしての川柳を考えるとき決して小さ

すれ違うことばかりピンクの電車

川柳はいまこのレベルで、川柳性とは何かを問いかけよう
としている。―

のもっと向こうに、どうやら私の知らない川柳人社会が広が

私がふだん目にする川柳誌や、直接交流できる川柳人たち

渡辺隆夫「隣は何をする人ぞ」は興味深い一文だった。

という、川柳のいまを考える手がかりを得た。

っているらしい。「バックストローク」の清冽な水しぶき

妄言を書き散らすうちに紙幅が尽きた。今回あらためて川

が、川柳人社会の内外に風をおこすことを願っている。

柳をおもしろいと感じさせてくれた本誌への感謝とともに、

〈老人は死んで下さい国のため 宮内可静〉の句について、
った。・・中略・・この句は読めば読むほど味のある川柳だ

―これが発表されたとき、賛同より非難の方が圧倒的に多か
と思う。その呆け具合といゝ、突っ込み具合といゝ、国家と

清水かおり

創刊号のなかの最も惹かれた作品を掲げて終わりとしたい。

太陽の人だからめぐりあえない

個人の関係が見事に川柳的に描かれている。攝津の「国家よ
りワタクシ大事さくらんぼ」と並べると、スバラシイ漫才の

俳人。自由参加誌「雲」第１巻から第 巻まで編集発行。

個人誌「竓 （みり）」発行。「飛沓舎」編集人。句集に『咲』『竓』

49

中西ひろ美（なかにし・ひろみ）

10

渡辺隆夫句集﹃亀れおん﹄を読む

ぶり、世間体を取り繕っていたのだと暴露された気がした。

いいかっこやきれいごとなど自分の句にまとわりついている

ものすべてが恥ずかしくなり、まっすぐに行儀良く握ってい

たハンドルを大きく左に切ったのは、『宅配の馬』の影響で
あった。

の後追いで終わり、わざわざ川柳で表現する必要のないもの

これを凡人である私たちが真似るとテレビや新聞のマスコミ

由紀子

今回は渡辺隆夫の『亀れおん』を取り上げてみようと思

になってしまう。―――ここまでは言えるが、さて、それか

樋口

『亀れおん』は一言で言うと渡辺隆夫の知識と教養と知恵

う。『亀れおん』は『宅配の馬』『都鳥』に続く彼の第三句

らどう評価しようか、複雑な心境である。以前のように全面

を披露した句集である。彼の博識によって成功した句集で、

集で、どの句集も発行の度に川柳界のみならず他ジャンルで

天皇家に差し出す良質の生殖器

カラフルに国家が来ますピピッピピッ

はないであろう。

業である。これほど是非の評価がまっぷたつに分かれる句集

いて、そのどちらに決めるのも、どちらを剥がすのも至難の

にぴったりと肯定したい部分と否定したい部分がくっついて

的に認める素直さは加齢と共になくなった。一枚の紙の表裏

も話題になったものである。

妻一度盗られ自転車二度盗らる

ちょうちょう

極楽の鳥々てふてふ飛んで来い

君が代にうどんはのびてしまいまする
はらわたのどのあたりからくそとよぶか

彼の第一句集『宅配の馬』を読んで、私は頭から冷水を浴

ＴＯＴＯに坐る牡丹となりにけり

子を一人買うに老人二人でどうだ

総立ちのバイアグラ友の会総会

バタフライはらりと落ちてさぁ大変
びせられたような衝撃を受けた。いままで、ごくふつうに、

『宅配の馬』一九九五年近代文芸社刊

真っ当に川柳を書いているつもりだったが、その実体は善良
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あれは一富士だったか武富士だったか
戦争を袖の下から見せて貰う

かか

亀に告ぐきよう母さまの万回忌

序で松林尚志が「舌出し」が歌舞伎の「舌出し三番叟」で

最初に目を引くのは活字の大きさ、隆夫流の意味で言うと

歌舞伎と関連づけているなどとは考えもしなかった。また、

るので、それを使っただけだと単純に思っていた。まさか、

知ったが、私は「舌出し」はカメレオンが長い舌を持ってい

嬰児めざめて女帝となるかなっちゃいな

あつかましさで、視覚で引っ張り、次に、納得や反発、ある

賑やかな幕開けとしたと著者の自解を紹介していて、初めて

いは警戒心や不快感など、読み手の感情を引き込んでいる。

「ｇｅｃｋｏ」が英語で「やもり」は辞書で調べてわかり、

『亀れおん』の作品は川柳かと幾人かから質問を受けた。

これで満足していたが、「Ｇｅｋｋｏ」がやもりの学名と

川柳は前句附けの附句の独立したものであることはよく知ら

ところで、この句集、さっと読めた人がどれくらいいるのだ

に例えるならば、なぜスカートをはいているのにその下にズ

れている。前句からどれだけの知識を披露して一句を作るか

ろうか。そう簡単には読めない、難解な句集である。よく、

ボンを穿くのか、前と後ろを逆に着ているのではないのかと

を競う文芸でもあったのだから、渡辺隆夫の作品も現実や社

は。手持ちの辞書では見つからないはずである。私は逆立ち

いった、わけのわからない難解で、もちろん、それは作者と

会などの概念を前句として、知識と教養を披露し、独自の見

してもこのような句は作れない。

しては感覚の違いだと思っているが。しかし、『亀れおん』

つけを詠み、前句附けからの手法を取り入れているので、こ

私の句集『容顔』も難解だと言われるが、その難解さとは種

は感覚が理解出来ないという類のものではなく、読み手が渡

類もレベルも違う。たぶん、『容顔』の場合の難解は、服装

辺隆夫の知識と教養に辿り着けないという難解さである。こ

の観点からも川柳であると答えている。また、古川柳の客観

描写も継承している。しかし、川柳だと答えながらも、彼の

の一冊を読み解くにはかなりの博識が必要とされる。

名をもじった「わたなべ」の項目を読むと、川柳であると答
ゲッコー

える自信はなくなる。

ゲッコ

舌出して踊れ蛇ひめ亀れおん
ゲッコ

Ｇｅｋｋｏ ｇｅｋｋｏ 月光やもり ｇｅｃｋｏ
ガラパゴス・マダガスカルの亀々氏
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たにしの死 たかりの利 たちぐいの胃

わだちの血 わさびの美 わびすけの毛

ばかりが気になり、言葉自体のおもしろさは感じない。意味

が集中してしまい、何かあるぞ、何か隠されているぞとそれ

らないことが隠されているのではないか。謎解きの方に神経

いる。が、それだけなのか？他にも見落としているものや知

なげきの樹 なまずの頭 なめくじの痔

で振り回し、言葉のおもしろさなど感じさせない、それが彼

「きの樹」「ずの頭」「いの胃」・・・・とテンションは上

る。「ちの血」「びの美」「けの毛」「しの死」「りの利」

ここまでの言葉遊びや破調は私の許容範囲をはるかに越え

初はおもしろいけれども、謎解きが済めばそれで終わってし

か絵空事で実感が伴わない。彼はゲームを楽しんでいる。最

無理がある。隆夫流飛躍か。一語一語は過激であるが、どこ

が、組み合わすことは困難で、一句を意味で読み下すのには

のねらいなのだろう。一方、意味は追いかけることは出来る

べっきょの虚 べらぼうの亡 べんじょの女

がる。それにしてもこれだけよく言葉を見つけてくるなと感

まう空しさも残る。

十月のある日、『亀れおん』の出版を祝う仲間内の会が大

心する。彼はまず自分に一定のルールを課して、川柳を詠ん
でいるのか。ルールを見破ることが出来れば、クロスワード

阪で開かれた。その席上、俳人、歌人から『亀れおん』に対

ケータイ 人体 見たい 姿態

追っ掛け 朧夜 鬼 嗚咽

味のおいしさを知り尽くしている、評価されるべき句集であ

を入れ、川柳の本質を見事に突き、言葉の衝撃度もあり、意

になってくださいよ。」と発言した。今の軟弱な川柳界に活

「そんなに無責任に褒めないでください。同じジャンルの身

して絶賛の言葉が続いた。順番が回ってきた私は開口一番

セクハラ クワバラ 腹々 野薔薇

パズルを解いたような爽快感や達成感は残る。

アカハラ 腹這い バイブ 慰撫

句目は「ハラ」「バラ」で、四句目は「ハラ」「バイ」「イ

一句目は「オ」が語頭に、二句目は「タイ」が語尾に、三

り」と公言しているので、あらかじめ批評を受けることを前

った。川柳は遊びの文芸でもある。彼は「川柳はなんでもあ

ーズアップされるのは適わないというのが、正直な感想であ

ることは充分承知しているが、これが川柳の醍醐味だとクロ

ブ」としりとりのようになっていて、意味でどんどん押して
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にも感じる。『亀れおん』はあくまでも川柳の領域を広げた

を表したい。が、あまりに遊ぼうという意識が強すぎるよう

かに遊びの部分においてはよくここまでやってくれたと敬意

余裕もなく、遊びを怖れている私などはたじたじとなる。確

実証しているのだと思う。上手く遊ぶことが出来ず、遊びの

提として、こんな遊びも、あんな遊びも川柳では書ける、と

句集の中で一番成功しているのは七七句ではないかと思う。

理屈や論理を付加していないので、一句にたるみが生ぜず、

饒舌にならない。そのくらいがかえっておもしろい。余計な

をあっけらかんとそのまま表記し、隆夫の知恵が出すぎず、

川柳の七七句も「魅力に富んだ旋律」を生かしている。事物

おける前衛と正統』）と七七句の魅力を書いているが、隆夫

んなかに位置するものではないと私は思っている。彼は先の

アレンジした画期的な句集であるかもしれないが、川柳のま

とは何かとまた難しい問題になるが、川柳の遊びを現代風に

らないのは渡辺隆夫本人は読み手と共に階段を上がっては来

の知識と技は相当なものであるが、ここで気づかなくてはな

んとんと階段を上がらせていく。そうさせることが出来る彼

『亀れおん』で渡辺隆夫は読み手を勢いよく力強くとんと

もので、ここが川柳のまんなかではない。それではまんなか

読める人なので、後世の川柳人のためにとりあえず新しい陣

ないということである。読み手がそうして辿り着いた場所は

人格者のうんこは丸い

金のない日は富士さえ見えぬ

産ませ野郎に育児教育

立てば芍薬立たねば秘薬

辺隆夫の思う壺であり、つまり『亀れおん』は読めば読むほ

段を上がらせてくれたのだ。さすが、先生である。それが渡

を与えられた。そのために彼は一目散にスピードをつけて階

いのだ。読み手は渡辺隆夫から自分自身で考えるという宿題

ているのではなく、てっぺんに長居しているわけにもいかな

るのでもない。上った先に新たな入り口を彼が用意してくれ

絶景でもなく、お社や山寺もなく、まして宇宙に繋がってい

地を確保し、川柳の旗をたてたのだろう。

羽衣を干し明日は早立ち

（平成十四年八月十五日発行 北宋社刊）

ど課題の与えられるオソロシイ句集なのである。

産めぬイグアナ産まぬイグアナ
高柳重信が「連句の脇句以下において存分に駆使できたよ
うな、七七という魅力に富んだ言葉の旋律」（『俳句形式に
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ことばの波間

これ以上綺麗なものを見られやしない

満開の桜の圧倒的な明かるさは、かえって寂しさや死のイ

ところで、「のれそれ」という食べものをご存知だろう

メージにつながってゆく。

実は早春のほんの数日間だけ魚屋さんの店頭に並ぶ穴子の

か。もしかしたら大半の人には馴染みがないかも知れない。

稚魚のことである。生のままポン酢で食べるのだが、つるん

春の盛りで真白になった桜の木―
で私が思うのは「何と晴ればれするかしら―

とした食感が爽やかで早春という季節にぴったりのおいしい

ドロシー・パーカー（木島始訳）

魚大好きの私は有明海に面した小さな港町まで車を走らせ

る。そこでは毎日朝市が開かれていて、近

郊のおばあさんたちが丹精の野菜や果物を

商っている。車で二十分あまり、毎日の買

い物には近いとは言い難いが、ピチピチと

活きのいい魚や野菜が手に入ると思えば、
決して遠い距離でもない。

松永 千秋

﹁のれそれ﹂

ものだ。

満開の木から私のこの身を吊るしちまえば」

まだ暖房を欠かせない毎日だが、桜の蕾も大
きくふくらんで赤味を増してきた。いよいよ桜
の季節、そしてお花見。
その昔、花見の席では「花の下の連歌」とい
い、飲みかつ食べて大騒ぎで連歌の大会が開か
れたというから、花の下で浮かれ騒ぐのは、今も昔も変わら

つと心がぞわぞわっとする。この心騒ぎはもしかして生まれ

だが一本の桜をひとり静かに眺めるのもいい。花の下に立

凝らして見ると美しい骨の形が見えて精巧な芸術品のよう

っくりなのだが、よく見ると小さな目玉があり、さらに目を

明な箱の中のそれは、色といい細長な形といい、葛切りにそ

「のれそれ」を初めて目にしたのは昨年のこと。小さな透

て初めて桜を目にした時の記憶なのか。それとも、桜の樹が

ぬ日本の風景のようだ。

抱いている遠い記憶なのかも知れないと思ったりもする。

た。で、今年もその「のれそれ」が店頭にならんだ。

―一度食べたら病みつきになるよ―と魚屋さんに進められ

だ。

私は冒頭の「桜の白さ」という四行詩が気に入っている。
この詩を通して見る桜はまた別の表情を見せてくれる。
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連載エッセイ
詩性川柳の実質

二

石田 柊馬

モダニズムという言葉の使用は川柳についてはふさわしく
ないかもしれない。現代詩の方での、伝統主義に対して現代
的文化の意識を濃く持った、例えば西脇順三郎・吉田一穂・
安西冬衛・北川冬彦・北園克衛などのおなじみの名をモダニ
ズムの呼び方で括る見方とは、ほとんど縁のないところで川
柳は書かれている。例外中の例外は堺の街で実際にモダニズ
ムの詩人と接触のあった墨作二郎、戦後の現代詩から川柳へ
入ってきた山村祐で
墨 作二郎
黄色い画商の机が壁になるんだ
熔岩の黄色い涙が数えるルドンの対話。知らない
一枚の頁には珍しい将来。鴉の杭が光らうとも
青写真の湖は強情で君のちぎれたボタンを沈めようとする
これは冬の囁きの鉛筆の金文字と内攻する脳底の雲母
弓矢はピュトンを射る。いたずらの恋は冠をかぶっていた

山村

寝台があり きのふの上へ きのふを重ね

蒼空へ 時間の中へ 堕ちてゆく弾丸

肋を鳥籠にして よごれた鳩を飼ふ

眉の下に勲章ブラ下ゲ 将軍よみがえる

祐

などが『天馬』 昭(和三十二・三年発行の中から 誌)に見える

寝(台があり ― の句は三浦茄六の名で発表 。)当時の現代
詩の影響をうけていた少数の川柳人にとって、右に引いた句

は同時代性を持っていたと思われる。いわゆる定型を無視、

あるいはそれに近い叙法、措辞の日常性からの離れ方など

も、既成川柳の革新を思っていた人達にとって、同時代性を

持つものであったらしい。 こ(のへんの事情はあとでふれる )

川柳におけるモダニズムについては、川柳という文芸が意

味性を書く文芸であったことを念頭に置いた後に、
１、昭和三十年代前半の動向

２、庶民の心性にとって、モダンとは何だったか
などを見る必要がある。
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思考も勇気もなかった。とまどいの感がいまでも残ってい

たが、生徒の中でもひどい劣等生に、それを言葉として問う

リーズと川柳の小さなフレームの一句が同じとは思えなかっ

週刊誌の全盛期であり、二週 二(冊 で)一篇の短編を書き継
ぎつつ大きなストーリーを長期間連載する、あの眠狂四郎シ

とを言われた。

することがある、との先輩のことばがある」という意味のこ

三人の先生のお一人が――「川柳の一句は一冊の小説に匹敵

初心の、それも最初の最初に、手ほどきをしていただいた

見事な省略によって成っていた。省略の文芸だ、共感の文芸

で表現できる意味を一句に書いており、その多くの佳句は、

と匹敵するかしないかを気にせずに読んでのことだが、散文

たしかに、初心者である自分の耳目に接した川柳は、小説

むねそれに限られていたのである。

あった、意味、とは散文で表出できる、意味、であり、おお

引き継いでいる。そして、先生やその先輩の川柳人の認識に

に違いないし、いまもマスコミに載る川柳はそれを直線的に

残し、その魅力がそれぞれの時代の川柳に関る人を増やした

はないかと批判できるが、偏頗であるからこそ川柳という文

思えば、偏頗な愛情が対象に過大なベールを掛ける好例で

て こ(れは当方の誤解か？ 、)あるいはそれが一人ではなく多
数の、しかも一時代の認識であったかもしれない。

ある、との認識が先生と生徒の念頭に共通してあったのであ

との教えが正解であった。散文に書けば書ける意味性が句に

が多くあったことも、多読多作を続ければ読める域に達する

て、好みの雰囲気はあるのだが、その意味の解からないもの

った。眼にした川柳の中に、感覚的に引かれる言葉が使われ

省略が川柳の魅力の大きな要素であり、初心者の自分も意

ことであった。

初心者にとって、省略の技法を身につけることが川柳を書く

だとの、教えも、意味性を念頭においてのことであったし、

先生の言われた先輩が誰であるかはわからないし、いま反

る。
芻すれば、同席されていた別の二人の先生がそれについてな

芸の特質を象徴しているようだ。

にも言われず、むしろそれに頷くなどの共感のそぶりもあっ

・ 読者として、読んだ一句に触発されて小説を想像するこ

る。
いうことと一対である。

意味性を川柳の核に置く概念は、書く際に省略が必要だと

味の表現と省略の魅力によって川柳を書き始めたに違いなか

とが有り得るという認識
・ 川柳は意味性の文芸であるという認識
である。多くの人が意味性の文芸として川柳と関り、佳句を
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主意を抽象するのだ。言葉の斡旋はそれに伴って感性の働き

徹底的な意味性への信頼は、具体性を注視することによって

がしたのは省略であったと思われる。別の言い方をすれば、

を把握して、情念そのものを書こうとするレベルへ深化を促

って尖り出し、その具体性を句とするレベルから、情念の質

だろう。堆積された情念が日常生活の中で具体的な事象をも

例えば、意味性と省略は、情念の表出意欲に大きく働いた

いて結び付けられそうな意味性を探す書き方ができるのだ。

に言えば暗喩になりそうな言葉を見つけておいて、距離をお

識しなくとも句が安易に書けそうな気分を宿していた。極端

に、感性の表現、感覚的な川柳は、意味性を発想の段階で意

感じ、関っている要因に合致することであっただろう。さら

の一種である。なによりもこれは、個々人が川柳の面白さを

は、意味を隠して、あるいは含んで表現することが、うがち

の裏へ含意として在らしめる、ということであった。川柳で

た」という、うがちなのだから。

その、結びつくに至る距離が、「上手に言った」「見つけ

を必然的に促がしたのである。
そこに作者の情意への執着と、知性の働きがあったに違い
ないが、意味性と省略が必然的に視線の深化に機能したこと

感覚的な川柳を書く簡単な条件は、抽象としてある言葉

る。その適否は横に置いて、エピゴーネンは掃いて捨てるほ

感性を書く川柳を、川柳界では、感覚川柳などと言ってい

に、意味を附ける、その附けかたに個人のリアリティがあれ

【詩性川柳】の実質を考えるに際して、右に触れた作句過

ど多く現われた。あきらかに、昭和四十年代は感覚川柳の横

むろん、情念は一例で、日常生活の中での様々な感懐、社

は否定できないだろう。

程での感性の働きが多くの作者に歓迎されたことは、昭和四

行期であった。感性の表現が、うがちの趣きをもって歓迎さ

ばよい、ということであった。言葉に意味を附ける、だけの

十年代以降の川柳のモダニズムを見る上で重要である。なぜ

れ、センセイは投句される句の言葉に、自ら意味を付着して

ことであった。

なら、意味性と省略が、それまでの川柳の発想段階にある、

読もうとするあわれな時代になったのである。感性、これは

会性意識、などの表出に意味性と省略は視点の深化を齎せた

うがち、を強化していたからである。上手なうがちは、上手

と思われる。

な省略と不可分であったし、最初から修辞的に出来あがるう

試される計量器である。

いまも句会や大会や誌上大会の指標であり、選者の感受性が

意味への固執から見れば、感覚的な表現とは、意味を感性

がちは古川柳以来の伝統の一要素であった。
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言葉が意味に先立つような発想段階での逆転現象は、情念
の噴出した時期に時を同じくして大きく広がった。当時に流
行った言葉で言えば、ムードのある言葉が、ときには発想そ
のものとなったのである。勿論、翻って古川柳には、言葉の
この、感覚川柳、感性の表現についての種子を、昭和三十

面白さを上位とする狂句があったのだが。
年代前半の川柳に見たい。【詩性川柳】の中の、情念の表
出、それに伴う暗喩の著しい増加の数年前に、革新派のモダ
ニズムがあり、先に引いた墨・山村両先輩の句はそれを象徴
するが、その時期の同様の句を少し引いて、その頃の革新川

)

柳の状 情( 況)にモダニズムがどのようにあったかを推測して
おかねばならない。

(１

墨作二郎、山村祐の句の載った『天馬』は１９５６年から
１９６２年まで二十二冊を出した革新川柳系の同人誌であ
る。二人の句を引用した同年の 昭(和三十二、三年 同)誌から
引く

鰯喰いつ 皇居の庭の記憶なし
炎昼や 遂にひとりの弔旗折る
米を購う紙幣裏返へすと 冬がある
チンドン屋くるりと廻り冬来る町
ビル炎上
疲れた駄馬は
哄笑する
ここにひとつの 生命を主張する 真冬
十指なき日や棒立ちの鶴とゐる
柘榴 地に飛び散り 搾取のいろ一面

中村
瀬々倉
堀
同
松本

冨二
尋海
豊二

芳味

大竹 いちろ
河野
春三
小宮山 雅人

などの 右(の句は定型もしくはその周辺で書かれているもの
を選んだ 日)常生活のなかでの思惟や社会性を主題とする当
時の革新川柳が多く載り、墨作二郎の句がモダニズムを意識
して書かれていることが判るだけでなく、社会的な革新意識
を濃厚に含む革新川柳からも異質であったことが伺われる。
作二郎が当時の現代詩に接触していたことはあきらかで、そ
の現代詩が戦前のモダニズムから大きな影響を享けていたこ
とは衆知のことである。
墨
作二郎
どこへも行かない繋船ホテルの窓辺にも俺達の海が唸る

これも同誌上にある。鮎川信夫「繋船ホテルの朝の歌」を思
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い出すとともに、当時の思想的風潮を思い起こさせる。

田中
哲哉
同
同
宮田 あきら
同
同
中沢 久仁夫
同
上田
枯粒

『天馬』誌からモダニズムの要素のある句を引く。革新、
必ずしも政治性のみではない、川柳の革新の意氣の高さをも
現わす一つの例でもあるので。
コルト磨かれ 生と死の列 浮き沈み
ショパンの夜の裏がわ 粛然とした花の死
ゴッホの耳のように皿が音楽を奏でる
回転ドアーに挟まれ 糖衣錠剤 咽み降す
隕石 ――烈しき夜の雌雄の縞
脱いだ顔を洗いに往く 月の運河
不死身ノアイクノ鍵穴の目
砂漠遁ル昨日ノ王ノ多淫ナ指
宇宙服四角い蝶のエネルギーを追ふ

ゴッホの耳を皿に見たてる感覚や、雌雄の縞という斑な陰
影感などの句も意味性は濃く、そこへ市井の風俗や流行、現
代詩的語句やカタカナ、罫線の使用、「四角い蝶」という表
現、どの句にも見られる映像性、などにモダンなものが伺え
る。当時「運河」は汚れて澱んだという社会的なイメージに
よく使われたと聞く。なによりも句のリズムに、一句の主意
に一つの韻律、という意識が見えて、それが現代性だという

意識があったと見て取れ、墨、山村のモダニズムと、社会性
川柳とのあいだに、中間のいわば庶民的モダニズムがあって
影響しあっていたという図式を見ることができる。これらの
句が、川柳界の、日常生活上の事象や感懐を具体的に書く川
柳と折れ合うはずのないことは瞭然である。『天馬』は活動
の中で川柳界に対して、門戸は開けておくが川柳界に向かっ
て近付く事はしない、という意味の、いわば断絶宣言を載せ
るに至る。
のちの、【詩性川柳】への大きな流れが川柳界にできたと
き、ここに一部を引いた句に見られる感性の表現が、同時代
性を持ち、先行していたことを感じた人がかなりあったので
はないか。罫線や極端なリズムの使用やカタカナ語などが川
柳界の一部で流行り、詩性の濃い句の集まる第三雑詠欄には
その影響が及んだ 例(、「川柳平安」誌の新撰苑 。)
革新の人達は暗喩を読む人たちであった。多くの女性の書
く情念の句を、前近代の抑圧からの解放、自立意識、精神内
部を書くものとして、よく理解する姿勢と感性があった。情
念からの暗喩は、いわばこの国の文芸の良き先行作品を読ん
でおれば充分理解できたはずであり、川上三太郎はその一人
であったが、皮肉なことに、川柳界の大部分は質的上昇に無
関心であり、遊戯性に敏感であった。ほとんど同時に、意味
より感性上位の風潮が川柳界に広まったのである。【詩性川
柳】はこの風潮を内包する流れでもあった。模倣者は模倣者
なりに、自分のデッチあげた模造品を採るか採らないかの眼
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で選者やセンセイを選別したのである。
苦笑を禁じえない皮肉な現象が起きていた。右に挙げた革
新派の川柳とあわせて、情念の川柳の例に 前(号 引)いた川柳
も、意味性への強い固執と優先が、うがちの軽視をすすめた
ことをものがたっている。皮肉というのは、川柳界が感覚的
な表現によって、うがちを維持しつづけたことである。感覚
的な表現の遊戯性は、川柳的うがちでもあったのだ。川柳界
でうがちの要素が続き、革新派に（もともと希薄であった）
うがちが、感じられなくなったのである。
いま少し【詩性川柳】以前の革新川柳のモダニズムについ
て触れておきたい。そこに当時の庶民の一部に有った諸々の
革新志向が見え、彼らの内部にあったモダンが、どのような
質のものであったかが見えるからである。
河野春三が 現(代詩だけではなく多くの文学的書を読みつ
つ 川)柳を現代詩の範疇のものとして思考していたことは、
右に引いた句をはじめ同様の句が多くあった事から見て、当
時、独走とは言えないほどの雰囲気で（革新派に）あった。
こ(れも川柳の伝統を考えるところで触れねばならないこと
だが、川柳を現代詩の範疇に措定しようとする考えの中で、
川柳性をどのように考えるかということは、中心的命題には
ならなかったらしい。おそらく、うがちは、遊戯性とか芸と
かの前近代性をひきずる川柳の内に残っているものとして、
批判の対象に位置ずけられていただろう。河野春三が川柳性

への意識から、俳句と川柳を多く比較して完全に両者を分け
る要素は無いと判断、短詩無性を言ったとき、その「短詩」
という用語がなぜ斡旋されたかを推理すれば、当時の革新派
の志向と動向が「短詩」の一語に集約され符号する 、)うが
ちは、革新派の中ではあきらかに軽視されたが、川柳界では
無意識的にではあっただろうが、うがちのバリエーションと
しての感性の表現であった。
引用した句などに見えるリズムは、それを培養する種子で
あっただろう。また革新の運動体の真ん中にいた春三が、川
柳の口語を考えていた祐と情況認識や思考の共通性を認識し
ていたのは当然であった。春三・祐は革新川柳系の論的両輪
であったのである。 中(村冨二を革新系とみる見方もあるが、
冨二は伝統作家として、革新系の中で見られていた。ただ、
冨二の書く川柳の知的水準や広範な教養は、革新系の人達に
強くインパクトをあたえていたし、川柳界で冨二の川柳を好
む人はかなりあったではあろうが？、本人も革新行動への理
解をもっており、春三を畏敬していたし、句のリズムはとて
も自由なものであった )
推測でしかないが、当時の革新派の書くリズムの背景には
戦後の文芸界で声高にいわれた、五音や七音の韻律への批判
があったのではないか。内在律についての簡易な肯定意識は
あっても、俳句の方で言われる自由律を強く意識することは
なかったらしい。主意への固執と自由なリズムは革新意識に
相応するものでもあった。
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『天馬』１６号 １(９６０年一月号 誌)上の座談会 出(席、
木原孝一・小田久太郎・斎藤正二・古川克巳・山村祐・松本
芳味 で)木原孝一の発言
「根本問題はだね、現代詩はメタフィジックであり、しかも
これからメカニックな要素が大きくなってゆくと思うんだ
な。それが短詩では不可能だよ。メタファと言うことがね。
短詩は何と言ってもリリシズムの美しさが唯一絶対のもの
で、精々ニヒルなモノローグが限界だよ。短詩形では記憶
力・想像力に限度があるし、スナップショットだものな。」
「天馬が芸術的達成が可能だと思う限りは、大いにおやんな
さいよ。」
などが記録されてある。木原孝一が門前払いの観をもってい
たかどうかはわからないが、川柳側とすればきついすれ違い
の感があったらしい。いまから見れば、少なくとも、現代詩
のニヒルなモノローグ性を昭和三十年代から四十年代に愛好
していたところからは、現代詩のなかにそれもあったでしょ
うと言いたいが、不可解な決めつけである。一句、一編、の
言葉の量とモノローグの関係性を棚上げにしたままの短詩観
が出たのは、川柳側が見せたであろう資料になんらかの要素
があったと推測するのだが。
昭和三十年代前半の川柳におけるモダニズムを、墨作二

郎、山村祐の句に見て、いますこし革新川柳にあったモダニ
ズムの心的背景を考える。
山村祐の句は作者の思いやイメージを伝えるが、墨作二郎
の句は言葉がトーテムポールのように突っ立っている感じが
あるだけである。むろん個々には作者の現代詩的思惟と句を
書く方法があったのだが、革新派の多くの人達も、川柳の核
に意味性を置いていたのだから、作二郎の句は革新の中での
異端の光栄と疎外の位置にあっただろう。つまり、言葉と言
葉の、意味性以前の素裸と言えるようなレベルでのスパーク
は、独自な詩をかもし出すものの、意味はほとんど見えない
のだから、敬遠されるにとどまった。うがち、の意識が作者
に稀薄であったか、うがちのみではなく川柳性についての軽
視が働いていたのかなどは不明だが、句の存在感の強さと迫
力は２００３年の現在時に、方法論を考える上で示唆をもっ
ている。
ただ、読む側として、革新派の人達の眼に二人の句はモダ
ンなものであっただろう。当時の短歌や俳句で大きく言われ
ていた社会性の意識は、川柳の革新派では主流であったし、
その革新派に墨、山村の二人が共にあることでの信頼感は、
対川柳界という姿勢を交えてたしかにあっただろう。叙法の
革新、 そ(のモダン を)二人の句に感じていたに違いない。
庶民にとってモダンは、創り出すものではなかった。いつ
も外から日常生活へもたらされるものであった。二人の句の
モダンの感も、モダンを川柳に活かす句と見えたのではなか
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ったか。読む方からは創造というより方法にみえたらしい。
同じことは例句の多くに見える定型無視のリズムにも言え
る。実際に、すべてが作者に内在するリズムの表出であっ
たかどうかはわからない。革新派のセクショナリズム、つ
まり、革新という名のファッションのように見えるのだ。
庶民にとって、モダンな感覚とは初めに距離感があり、
のちにそれを享受してなじんでゆくものであっただろう。
モダンは感覚的なものであった。そして昭和三十年代の庶
民にとって生活を少しでも快適に向かわせる、いわば進歩
的機能価値を感覚的に持つものでもあった。いうまでもな
く生活をより快適にする具体的な諸々は消費活動にともな
い、ほとんど生活水準の上から下へ順を追って広がる。 こ(
の件は私事を例にあとで触れる )
墨、山村二人の句も、意味はともかく生活水準が良くな
る方向でのハイカラなモダンを感じさせるものであり、そ
れは旧弊を革新する感覚をもっていたに違いない。モダニ
ズムかならずしも意味を含むものではなかったのである。
要は、感じ、であった。
いまから見れば革新であることが流行でありモダンであ
るという心性があったのだ。むろんその頃の革新意識には、
不平等感からの脱出意識があり、戦前の階層意識や前近代
的価値を無化しようとする意識があった。そして、革新思
考の輪に身を入れることは、 モ(ダンが消費物として階層の
上から下へ広がり享け入れられる順をもっているように 革)

新という意識を持って、今度は、自分がそれを発信する、革
新階層の心的な上位に位置することであった。革新意識の中
に平等意識が厳としてあっても、革新の発信者に自分を擬
し、自分の存在を上位に置くという意義が感じられたのだ。
例句にある高揚感は、日常茶飯事を書く川柳に革新をもたら
すという意義があっただけではなく、革新という階層意識を
含んでいただろう。
のちに展開された【詩性川柳】に、モダンを発信する安易
な自己実現意識の臭うのもごく自然なことである。
なお、ここに挙げた例句の様相が、戦前の新興川柳の系列
資(料を持たないので知らないことが多いのだが を)継いでい
るかに見えるが、ほとんど無関係であったように思われる。
松本芳味が川柳をプロレタリアの文芸と言い、春三、豊次、
あきらなどが集まって「 川(上 日)車を偲ぶ会」が催された
り、春三、芳味が口をそろえて現代川柳史は鶴彬から筆を起
こさねばと言っていたが、二人には社会的革新意識と川柳の
革新を重ねる志向もあって、新興川柳をその対象にしての発
言ではないようである。例句を韻律の方から位置付ければ、
早急な口語移行観の範疇にあっただろう。現代詩を意識して
いても、新興川柳そのものの戦前の庶民の心性を、自分たち
は克服しての、いまがある、という気概もあっただろうから。
古(川柳の口語表現を見つめた山村祐の視線は、当時の現代
川柳の雰囲気を現わしている 。)
（つづく）
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ごあんない

ごあんない
in きょうと
とき

2003年 9月14日（日）

午後2時〜5時（開場 午後1時30分）

ところ コープ イン 京都
会費
第１部

京都市中京区柳馬場通り蛸薬師上る
（℡ 075-256-660 0）

2000円
1000円―発表誌（バックストローク４号）

パネルディスカッション

司会

筒井祥文

《川柳にあらわれる悪意について》
司会
小池正博
パネラー 石田柊馬 筒井祥文 樋口由紀子 広瀬ちえみ 松本仁

第２部 川柳大会
兼題 「葡萄」
畑美樹選
「嵐」
当日の出席者に依頼
「健」
〃
「界」
〃
「滑る」
〃
「階段」
石部明選
各題２句 出句締切午後２時
欠席投句拝辞
懇親会

会費6000円

司会

なお、懇親会の参加および「コープ

イン

田中博造

京都」で前日・当日宿泊

を希望の方は、石田柊馬までご連絡ください。

主催 「バックストローク」
運営スタッフ 石部明 石田柊馬 畑美樹 松永千秋 樋口由紀子
京都スタッフ 田中博造 筒井祥文 松本仁

問い合わせ 石田柊馬（℡075-842-0515）

投

句

２００３年５月１５日締切

aqua-notes

同人雑詠自選７句

wind-notes

石部明選

投句先 〒604-8804 京都市中京区壬生坊城町48-3公団第二団地3-510 石田柊馬宛

雑詠８句

投句先 〒709-0421 岡山県和気郡和気町日室519-12

課題吟「恩」前田一石選

投句先 〒706-0132 玉野市用吉651 前田一石宛

石部明宛

３句

・aqua-notes wind-notesへの投句は同封の投句用紙をご利用ください 。
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・課題吟への投句には、はがきでお願いします。一字空けの場合は□ （空き）
を書き込むなど判別しやすいようご協力ください。
・掲載は依頼原稿のみとさせていただきます。ご了承ください。

http:/ / 8418.teac up.c om/ a kuru/ bbs

発行人

石部明

〒709-0421 岡山県和気郡和気町日室519-12
TEL0869-93-3231 FAX0869-92-1912
akuru@mx3.tiki.ne.jp

編集人

畑美樹

〒396-0021 伊那市大字伊那4918
TEL0265-73-0883 FAX0265-73-0884
hmiki@janis.or.jp

会計

松永千秋

協力

石田柊馬
樋口由紀子

同人 年間15000円
会員 年間 6000円
頒価
1000円（送料200円）
郵便振替 ０１７６０－８－２２１７４ バックストローク

りんごデザイン

印 刷 /表 紙

後記
▼創刊号から２号までの間に、季節は移り、世の中も変化に
加速をかけていく。テレビのニュースを見ながら、鶴彬を思い、
〈今〉を思い、川柳という〈場〉を思った。「バックストローク」とい
う〈場〉から、「バックストローク」の〈今〉から、できうる限り感じ
取りたい。創刊号からのたった三ヶ月。川柳について、改めて考
えている。
▼２号の編集をしながら、自分の中にある新しい緊張というも
のと、出会った。自分の中に確かにあった薄暗い場所が、外界の
明るさに反応し、そこからかろうじて半身を乗り出したところ
に立っていた「バックストローク」。歩み始めたそれは、私にとって
心地よい緊張の場になっている。緊張からは、思いがけないもの
が生まれる場合もある。予想もしない何かが自分に訪れるか
もしれない。そんな気持ちで、この青い表紙を見つめている。
▼今号も、読みごたえのある評論を寄せていただいた。俳人中
西ひろ美さんによる前号鑑賞は、どきっ・・とさせられる言葉
がたくさんあった。しっかりと受け止め、次への材料にしたい。
▼連載陣に、松永千秋が加わった。以前、ある集まりで漢字の
クイズで遊んだ際、あまりにたくさんの漢字を正確に知ってい
て、仰天したことがあった。美しく正しい日本語から伝えられ
る世界は、広い。
▼２号が届く頃には、桜前線は北海道まで届いているだろう
か。桜色が新緑に、そして濃緑に、そして錦に彩られる頃、バッ
クストロークは京都に集まることになった。美しい京都の街で、
美しい日本の心に囲まれて、川柳の刃を磨きたいと思う。かつ
てかずかずの争いの舞台となった京都。だからきっと美しい京
都で、川柳を、ぜひ。
（美樹）

バックストローク２号2003年4月25日発行（季刊）

