第 11 号

忘却というもの鰓もその一つ

（たけのこの写真）

古谷恭一

大橋一弘

写真家

号

石部

明

とくに京都の「悪意」の延長線上に置く「軽薄」と

漕ぎだす旅の櫂として「軽薄」を選ぼうとしていると

中西ひろ美氏。一度意味に寄りかかった川柳が、再び

と言い、「軽薄」のイメージの塗り替えの奨めを説く

ている真意をどう掴みだすのか。高浜虚子から井原西

いうテーマは、一部にささやかれていた「川柳が折角

いう畑美樹の主張など、堺利彦の司会によって導き出

鶴にまで遡る浅沼璞氏の「元禄軽薄体」と「昭和軽薄

培ってきた文芸性を否定するもの」という的外れな批

された個々の発言をどう咀嚼してゆくか。志のあるも

「ＩＮ東京」のシンポジュウムの詳細をこの号に掲

判を覆すためにも、川柳が失いかけている批評性を、

のは、まず自分の精神の内部にある、さまざまな弱さ

載したが、川柳人ばかりではなく、俳人、歌人の皆さ

再び獲得するためにも早急に討議しなければならない

や不安を、言葉として曝けだす強さがあれば、それが

体」。「軽薄もひとつの方向性として得られるものだ

課題であった。勿論、あえてこのようなテーマで議論

自分だけの秩序を作り、このテーマの「軽薄」に沿う

ったら、私も俳句の方に取り込みたいと思っています」

しなくてはならない川柳の、現実を直視しながらのシ

んにも、思いがけない応援をいただき、当初予定をは

ンポジュウムであったが、遠く「武玉川」「柳多留」

ことになるだろう。

を唱えたいものも多いに違いない。この挑発に隠され

それを現代に再生しょうとする渡辺隆夫の論には異議

下卑で無作法そのものが軽薄川柳の本領であったとし、

「末摘花」にまで例句をたどり、無思想で、低級で、

るかに越える充実した会になった。
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aqua‐notes(アクア-ノーツ）

同人雑詠欄

５

aqua‐notes(アクア-ノーツ）を読む
川柳をもって関わろうと

石田柊馬

１５

石部明選

２８

石部明

４０

課題吟「欠片」選と評

田中博造

４４

ことばの波間「暗がり」

松永千秋

４６

バックストローク in 東京
大会報告
句会記録
シンポジウム「軽薄について」

４９

wind‐notes(ウィンド-ノーツ)
wind‐notes(ウィンド-ノーツ)を読む

句誌日和

樋口由紀子

７３

同人雑詠欄

樋口由紀子

飯田良祐

草地豊子

金築雨学

古谷恭一

河瀬芳子

石部明

畑美樹

松永千秋

松本仁

田中博造

清 水 かお り

進藤一車

田中峰代

前 田 ひろえ

松原未湖

柴田夕起子

石田柊馬

白藤海

小池正博
吉澤久良
横澤あや子
渡辺隆夫
浪越靖政
丸山進
筒井祥文
楢崎進弘
井出節
北沢瞳
広 瀬 ちえみ
一戸涼子

松原典子

石橋水絵

古俣麻子

前田一石

5

飯田 良祐
大阪

姫路

母の字は斜体 草餅干からびる
母死ねとうるさき月と酌み交す
ハハシネと打電 針おとすラフマニノフ
濃過ぎる煮汁いまだに養子縁組
茜日や手々噛む鰯父無し子
スニーカーの裏切りドアの前の天使
亡き母をその木に挿して油槽

樋口 由紀子

そのときは戻り梅雨から嫌われる
父の日がジャングルジムを通り抜け
わたくしのふくらはぎならお貸しする
この先は行き止まりです木のベンチ
店先で象の花子の声がして
母親は上手に棒にぶら下がり
三度目のリフォームをする蛍籠

小池 正博

空腹の幼帝たちを手なづける
識閾に豆粒ほどの健脚者
錠剤が静かに落ちる金閣寺
始祖鳥にひれ伏してから饒舌に
牡蠣連れて西へ西へと私小説
寵臣は白い河床に転がって
強いられた苦痛だという山の音

吉澤 久良

尖塔の先端に吊る漂流記
曼陀羅のまん中にある歩道橋
渚にて青をグラフ化して蛹
「月食の饐えた木槌」という題名
透明な老婆が二人蜜を煮る
いちめんのなのはなばたけ亜脱臼
鉄鉢に山鳥の尾の火照りしたたる

大阪

京都

6

横澤 あや子

JR

八戸

神奈川

瀬戸

浪越 靖政
北海道
半身は二重ロックにされている
トレーニングジムの疲れた床柱
フリーズしてしまうトマトが赤すぎて
熟成するまではトイレを出られない
猥談が始まる葉桜集まって
水槽は適温 総合格闘技
結論は大きな栗の木の下で

丸山 進

鈍行に乗れば文学的になる
形見分け残った鈍器だけ貰う
身体から哀しいものを垂らしてる
惑星のような態度を恥じている
ごしごしと恥部を洗って完と書く
晩年に性転換を繰り返す
改札で偶に聞かれる得意技

7

野遊びや別姓というおんな声
すこやかに深夜ラジオの葱を食う
閉店セール地下茎を見にゆかん
友情よ蛸足配線なでている
あじさい越しの昔ばなしは海綿状
水煮缶の昼へ投身するカラス
朧ろ夜の茗荷ご飯にもぐりなさい

JT

渡辺 隆夫

蓄音器から愛国無罪行進曲
バネが発情してどうするんだ
死屍球は曲がらなかったシュートボール
地獄のアチコチに地獄絵のコピー
Ｊの怨霊、 ・ そして
ペリカンの缶詰が飛ぶあっけらかん
亡妻がかっぽれ踊りますという
JA

筒井 祥文
民法の私的流用 川を描く
ダンボール箱の破れへ投資する
ぬかりなく鍾乳洞に咲かす花
ビルは墓なり明白なる五月
猫の脚 手形が落ちぬことがある
転がるカネと転がらぬカネ珊瑚礁
再会はお城が繭になる頃に

楢崎 進弘
約束をしたことさえも遠い蒟蒻
少年も腕立て伏せも朧なり
これがその百円入れて見るテレビ
ふるさとの橋より遠く放尿する
躓いたところにポルノ映画館
陽の当たるところに植える犬の舌
肉体は騒々しくて河口の橋

京都

大阪

井出 節

死ぬ話に缶切りだけが錆びている
胎内の寒い村まで飛ぶ鴎
善人は信濃の村へ置き去りに
さくらの下へ埋める昨夜の卵焼き
カナリヤが盲いて一揆始まりぬ
神の水もジャズマンの水も軍港へ
空海とポインセチアの蜆汁

北沢 瞳

武生

枚方

トロフィーをもらいに崖を降りていく
魚市場お邪魔になっているこの世
行き場のない梅を広げて干している
一杯の水を飲ませる難しさ
ふしだらな釘にエプロンぶらさげる
編み籠をつぶして壊す蝶の足
改札で羽毟られているカード

8

広瀬 ちえみ
景品にだらだら坂をもらいけり
つぶあんの中につっこむ戦闘機
耕したところに音を植え付ける
湖がゆっくり育つ箱の中
来たというように小鳥の糞がある
谷底のピアノの上に月が出る

最後にはきっと乗ろうね観覧車

一戸 涼子

仙台

北海道

馬一頭二頭の前は微笑して
エレベーター開き借りてきた猫降りる
失態も真顔も春の電車かな
配られるティッシュペーパー嬉嬉として
トーキョーで尻餅をつく鳥瞰図
木馬の青フェルメールの青たぶん晴
まっすぐな声で満たしておく暦

古俣 麻子

格子戸の向こうで呼んでいる旧姓
膝までは許してあげる水遊び
恐竜にならずに逃げていく蜥蜴
真夜中にまた壁紙を張り替える
掘り出した陶器破片にわたしの名
徘徊の月よ 羽化後の透明度
指先にたどれば萌えてゆく砂丘

河瀬 芳子

ゆるやかに芒ふえゆくわが百語
曖昧がドアの把っ手に絡みつく
死のように今日もポットの湯が溢れ
ぺったりと指紋をつけて居なくなる
御詠歌も国歌も流す ホーホケキョ
ああ言えばこう言う七色唐辛子
とり敢えず渦か雲かを言いなさい

横浜

高槻

9

松原 典子
岡山

玉野

ふらり来たこの世で迷子になりました
漫才がいっぱい詰まっただまし討ち
割り算の余りといつも宿命論
お好みなら干し鰈にもなりましょう
エプロン軽くたためば家出に傾く
戯画一枚ほどの豆煮たり夢煮たり
私を流れていった川下の戦後処理

前田 一石

文明の利器あり生きることに杜撰
耳のうしに戯画が疼いてとび起きる
進化論ねずみ叩きをくり返えす
風を丸呑み 五、六歩退く
生きているのだ湖は成長する
垂直に降ろした線が檻になる
てのひらにてのひらがあり見せしめに

古谷 恭一

草上のクラリネットに風渡る
自画像や青い輪郭ばかりある
跳箱を跳んだところで目が覚める
整頓はきっちり夜の手術器具
同棲の時代は金魚鉢だった
忘却というもの鰓もその一つ
農道を牛逃げてゆく遠い春

金築 雨学

土佐

島根

チクショウとコンチクショウと竹が爆く
向日葵の絵で埋めつくす保身術
拘ってばかり紙縒が長くなる
なんでもない人だった夏の咳
キライな食べ物をナットウと記す
親殺し子殺し山の麓まで
滝壺は我も我もと騒がしい

10

草地 豊子
岡山

西宮

薬缶の鉉ささえにみんなやって来る
立ちながらプラスチックの父である
むっつりと咀嚼しており奥二重
輪になって被っておりぬ紙おしめ
配電図ボーイソプラノ消えている
うつ伏せに眠る消耗品の棚
肉声が貼り付いているステンレス

白藤 海

クレマチス ママンが姿けした朝
未来しかもたずこの世に押しだされ
痛み痒みすべて快感すべて瑣事
まっさらな空腹青い麦畑
重ね着の祢宜労って値切る葱
湖のすべての蟹がピースする
太陽も月もわたしも存在す

石田 柊馬

京都

岡山

カンパンノ固キヲモノノフト思ヘ
おとなりと比べる祖母の愉楽なり
戦艦の数比較せし祖父の眉
負けるものか負けるものかと生みにけり
三軍の将三角を好むなり
まくらことばの枕と祖父母あせまみれ
祖父母の霊と住宅ローン折り返し

柴田 夕起子

ざわざわと一揆の音がするポスト
ホットケーキ焼く 非核三原則
木製のベンチ忘れた傘がある
口笛で徴兵制度やってくる
舌だけが黙って旅に出てしまう
放課後のピアノの音と情死する
負担ならたわしになってあげますよ

11

松原 未湖
福井

玉野

ケンケン跳びの男が持っている破片
それは壷の記憶に触れるウスクダラ
指差し確認扉の文字はシャングリラ
斜め後方たぶんピンクのマリア像
粒々になるまでいじめているカラス
バック転している娘大つつじ
フラフラのおとなにあげるピッピッピ

前田 ひろえ

回らない洗濯機の底螺子は踊る
み
溺れている私を凝視ているワタシ
咳止めに埋もれて過ごす春の雪
踏ん張りが効かなくなった朝の味噌汁
拘りはほどほどに桜は葉ざくらに
棘が抜けたら真っ先に行くトイレ
ここまではわたしここから風になる

田中 峰代

バラ満開 仕返しのタイミング
セロリ齧ってゴム鉄砲は射程距離
夜のブランコ ゆれているのは殺意
水無月の鬼もあなたも燃えるゴミ
狂えぬまゝに山椒の実が煮える
押し入れに入ってしまうさみしい猫
安安と睡むる終バスの水母

進藤 一車

京都

札幌

観覧車ほどの俯瞰で罠あそび
うま
回葬御礼切りすぎた優駿の脚
秋立って知るひまわりの虚言癖
１ＤＫに負け犬らしい女王様らしい
口を湿らせる 最後のサーカス
八月傾斜無音メロンを割りながら
ポケットに沈香さむい芸を売る

12

清水 かおり
分骨の青山霊園 父系の夜
夜行バスたましい薄くして帰る
曳く夢の先には青い風の陣形
手の中に切れ端残る氷魚のまま
神橋渡る花冠は腐らない
凍てては溶ける少年の足の模型
そのような理由海が迎えに来る

田中 博造

土佐

京都

青梅のコロンと神を裏切ろう
草いきれ頭上を通過するレモン
賞味期限が切れてバターを塗りたくる
動脈に得体の知れぬ歌手が来る
仏壇の中の枯れない花芯達
植木鉢の底からくすぐることにする
もうそろそろ地雷を踏みにゆく時間

松本 仁

京都

福岡

体内の海にも赤い月が出る
暗号化して肉体を送り込む
遺言状をダリアの茎でしたためる
雑草も蜂もおのれの訃へ走る
立ち枯れの子供打ち込む地の景色
悪霊に接見を乞う夢の国
「極東軒」のメニュー 確かに自爆の文字

松永 千秋

八月の空アイロン掛けを繰返す
長すぎる包帯垂らし通過中
センカンにヤマトナデシコ繋がれて
大鍋でかきまぜている肉声を
展開図すべては無精卵でした
青空のほんの少しをいただきまあす
さくら墓苑にぽつんと日傘置いてある

13

畑 美樹
伊那

岡山

縫い目からしたたりおちてゆく日向
おとなりは雨の匂いのおばあさん
軍曹のように缶づめを開ける
ばらばらと集まってくる靴の底
いただきにゆくいちまいの背中
わたしからみずっぽい指運ばれる
ゆっくりがかなしみになる午前中

石部 明

月が沈むまでスパゲティ食わしつづける
死体はもう死んでいるのか花ふぶき
スローモーションで沈む月・死体
鏡よりひょいと戻りし二度わらし
物の怪に憑かれてからの大鏡
憤怒の ビニール袋に包まれている
夜具仏具葬具あるいは掻爬の具

14

アクア︲ノーツを読む

川柳をもって関わろうと
石田

独感となっている。

樋口由紀子

季節や生活のなかの〔思い〕を書くことと、意味を書く姿

そのときは戻り梅雨から嫌われる

勢の違いはとても大きい。擬人化された「戻り梅雨」がいく

ら「戻り梅雨」だと言っても、すでに夏の中にある「そのと

当初から、従来の川柳の〔私の思い〕やその報告川柳から離

柊馬

き」の心身に「戻り梅雨」だとは意識されない。この書き方

の最大のポイントは、なぜ「戻り梅雨から嫌われる」のか
飯田 良祐

れて、古川柳に見るような川柳性の核が自覚されていること

が、「そのとき」という言葉にしかないことであり、作句の

母の字は斜体 草餅干からびる

である。

今号は作者の変化の兆しを感じる句が多い。
同

樋口由紀子

らすことになる。「うるさき月」は、母性や古典的な「月」

「象の花子」の声が聞える「店先」の情景、公園などで遊具

預ける書き方は樋口由紀子の独壇場だ。感懐にしか存在せぬ

嘱目あるいは瞬間的な感慨の【意味】を、読者の経験知に

樋口由紀子

の情緒を総括して、それを対象に「酌み交す」距離が定まっ

にぶら下がる時に瞬間的によぎる家庭での「母親」の位置や

店先で象の花子の声がして

「ジャングルジムを通り抜け」るような感じなのだ。

父の存在。父が父として意識される「父の日」そのものが

父の日がジャングルジムを通り抜け

母死ねとうるさき月と酌み交す

同

ハハシネと打電 針おとすラフマニノフ 同
亡き母をその木に挿して油槽

対川柳へのスタンスに惑いを抱きつつ、言葉への信頼回復
願望が一途に句作に注がれている。大胆な読みをすれば「母」
を〈川柳〉と置き換えてみれば作者の意図ははっきりと見

たことの宣言なのだ。だから、言葉から意味や思いを引き剥

あり方など、どの句も【意味】として認識されているので、

同

がす方法として「母」という一語があり、「ハハシネ」との

母親は上手に棒にぶら下がり

打電は既成の川柳を整理したということでもあろう。淘汰を

感情移入から離れての言葉の突き放しと見極めができるのだ

え、情緒的な母性と読んでしまうと飯田良祐の句から眼をそ

終えた自覚は革命後の「ラフマニノフ」と重なって、苦い孤

15

小池 正博

は川柳的な飛躍を持ってしか得られない。さらに「いちめん

の妙な現実感、などと限定する必要はないが、これらの表現

面白い。こころの漂流、「透明な老婆が二人」煮る「蜜」
同

作者はシンドイだろうが 。)
(
空腹の幼帝たちを手なづける
識閾に豆粒ほどの健脚者

のなのはな」「ばたけ」とひらかなで書いておいて「亜脱

て「火照りしたたる」とやられると、名歌に列する鳥の尾が

臼」と断定されると山村暮鳥をーー、「山鳥の尾の」と切っ

エロスを剥き出しに、こともあろうに「鉄鉢」にしたたる。

同

現代文学についての小池正博の認識が、どのような立方体

山頭火の内側になにやら妖しい火があったのではないかなど

同

で、かつどのように生動しているかは断片的にしか見えない

と思ってしまう。吉澤久良の笑いは実に豪快であり川柳的

錠剤が静かに落ちる金閣寺

が、「金閣寺」「山の音」などへの理解と違和感、へだたり

強いられた苦痛だという山の音

が書かれていると感じられる。レンキスト正博の詩性を横に

だ。

友情よ蛸足配線なでている

すこやかに深夜ラジオの葱を食う

同

横澤あや子

現代川柳のメッセージ性の濃淡を思っていた。

「バックストロークｉｎ東京」で同人諸氏と話しながら，

おいて、硬派の志しは意味性に重きを置いた詩性になると思
っていいだろう。「空腹の幼帝」を、近頃の子供達とか欲望
に溺れる消費社会の心性、「豆粒ほどの健脚者」を世界認識
端な読みで作者には迷惑だろうが、小池は川柳における表出

の違う存在が急速に大きくなってくる可能性、と読んだ。極
史と現在の川柳のありかたを考えて居る。少なくとも句語

同

横澤あや子の句には、作者の欲のなさが漂っている。「深

あじさい越しの昔ばなしは海綿状

に、これまでの川柳が書いた、思い そ(の実質は情実だった )
が含まれていないことを、小池流川柳理解への第一歩とせね

透明な老婆が二人蜜を煮る

尖塔の先端に吊る漂流記

同

同

吉澤 久良

かさとなるのだ。「友情」と「蛸足配線」の重なる感覚にも

小さくまとまった句になるのだが、横澤あや子の句は伸びや

言おうか――通常、この姿勢は閉塞的で日記や手紙のように

を書いて外を意識せずに自己回収するようなふるまいとでも

夜ラジオ」ゆえの「すこやか」さにメッセージ性は薄い。句

いちめんのなのはなばたけ亜脱臼

同

ばならない。

鉄鉢に山鳥の尾の火照りしたたる
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多くの川柳にあるが横澤の句では外への意識の薄い表現だ。

歩離れた自己客観で、いわゆる自他半の書き方。この用法は

嫌味が無くて微笑ましさが感じられる。「いる」の措辞が半

で、世界を否定する勢いなど漱石を範としているように思わ

意、と書かれている。しかし言葉への接し方は以外に古風

している。渡辺隆夫の辞書では「修辞学」の定義に軽薄・悪

「あまちゃでかっぽれ」と、［釈迦］という言葉を［茶化］

同

フリーズしてしまうトマトが赤すぎて 浪越 靖政

れてならない。

熟成するまでトイレを出られない

「昔ばなしは」の中七が上下に掛かる働きも川柳に多いが、
となった。発表するということ、読者の存在、を横澤がどの

「は」としたことでモノローグとなり、上品な室内楽の趣き
ように意識しているかはわからないが、真正面からの厚かま

同

まりに存在感が強いと「フリーズしてしま」われる。「フリ

水槽は適温 総合格闘技
渡辺 隆夫

ーズ」するという生活の態様、生きてゆくための態度の「熟

カンの缶詰が飛ぶ」ようなものだ、制度や規範の呪縛を「あ

冷笑がある。同音を表記だけで分ける言語の規範など「ペリ

「かん」の悪戯に、言葉というものを信頼していることへの

の実験に勤しんでいる。「ペリカン」の句、「カン」「缶」

かれているかに見えるが、実際は次々と時代を批判する表現

ン柳人第一弾の『渡辺隆夫集』と右の三句は同じところで書

渡辺隆夫の川柳の厚かましさは鮮明だ。一見、セレクショ

の認識が現われた。みんな「適温」のなかなのだと強く断言

るが、破壊力として世界を変えるものではないとの、対世界

に据えられたことで、「総合格闘技」は非日常的な力を見せ

ら見つめる姿勢を示した。愉快犯的な書き方より主題が正面

な方法を試みていた作者が、今号で始めて、主題を真正面か

る。日常性に在る微温的な空気を書こうとして愉快犯のよう

「適温」であるようにすべてが人為的な生ぬるい世界にあ

成」は極めて個的な空間での自己操作。これらは「水槽」が

世界の、管理された「適温」が書かれている。そこではあ

バネが発情してどうするんだ
同

同

しさが出ると、そうとう怖いかも？

亡妻がかっぽれ踊りますという

ペリカンの缶詰が飛ぶあっけらかん

っけらかん」と受容していていいのか、と。同様に「バネ

する書き方になったのだ。同時に

浪越 靖政

発(条 」)は一字狂えば「発情」ではないか「どうするんだ」
と。「亡妻」が「かっぽれ」を「踊りますという」のは、蓮

にもこれまでと違う作者の水平の視線が働き始めている。

トレーニングジムの疲れた床柱

のうてなが甘茶を浴びる釈迦の近くにあるからで――つまり
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ずろうとする。筒井祥文は常々、この世の不条理、人間が作

こまで追いつめてしまうことの不思議さと当たり前さを引き

「手形が落ちぬことがある」人の世の不可解。共感や情緒も

丸山進の変化は充分な技術力をもって始まっており、措辞

りだす凍りつくようなありさまを《本当に不可避》なのか？

丸山 進

の絞り込みがきつくなって一句の立ち姿が強くなった。これ

という思いで見ている。かね、かね、カネがうらみの、とい

形見分け残った鈍器だけ貰う

まで、悪く言えば思わせぶり、よく言えば当世風のレベルで

えば古典のせりふになるが、カネが転がるようにも転がらぬ

少し湧いて、やがて他人事として自身の暮しにもどるのが常

一緒に楽しみましょうといった措辞であったのが、これです

ようにも、人間がしているのだ。林立するビル街、そこに群

だが、作者は情緒に位置しつつ、皆でつくっている社会がそ

よ！、と読者への迫り方が強くなったのだ。意識的に書かれ

れて泳ぐ人間たち、その歓楽――みんな鉱物のように無機的

同

ていた俗っぽい軽味が凶器化する兆しかもしれない。「鈍

で実は生物である珊瑚礁のようなものだ。いや、それぞれが

同

器」「惑星」「完」など、言葉を自己化する姿勢が強くな

珊瑚礁の部分として棲息しており、そのあいだをカネや手形

惑星のような態度を恥じている

り、言いかえれば、言葉から一度匿名性を引き剥がして一句

がすり抜けたり滞ったりしている――。

ごしごしと恥部を洗って完と書く

の匿名性へ変える力業が始まったのである。川柳は前句附け

筒井 祥文

同

筒井 祥文

陽の当たるところに植える犬の舌

ふるさとの橋より遠く放尿する

これがその百円入れて見るテレビ

同

同

楢崎 進弘

ドライにならざるを得ない世間を人情から書いた句。

ビルは墓なり明白なる五月

という匿名の七七をどのように自己化するかの文芸であった
が、近代化のなかで［自己表出をご一緒に］というところに
進んだ。丸山進は自己表出を横に置いて言葉の鋭角化を考え
民法の私的流用 川を描く

同

始めたのだろう。
猫の脚 手形が落ちぬことがある

ないことの、作者の沈着さ。読者に「民法の私的流用」とい

二句の一字アケと、「転がらぬカネ珊瑚礁」に一字アケの

平面化されて、熱や光りは遠いところにしかない。こころの

最近の楢崎の川柳は、人の世をうごめく人間が影絵のように

ことを凝視すればなにが見えるかを楢崎進弘は書いている。

筒井祥文が見ている世間の現実にまみれて、まみれている

転がるカネと転がらぬカネ珊瑚礁

う言葉を預けておいて、「川を描く」と、情緒性に収める。
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ではなぜこのような言葉、このような冷たさを書きつづけて

い。これは筒井の感じている世界像の冷たさとおなじだが、

寒さを一つの景として書くとき、言葉は常温よりすこし冷た

も言葉にあるからだと、会場で思っていた。

の現在と、川柳をもって関わろうとする気が、ほんの僅かで

が、世界や人間を書こうとしているだけでなく、世界や人間

他文芸の皆さんの眼を引く要素を挙げるなら、それは川柳

井出 節

報告川柳という、焦燥感を含むマイナス評価の言葉を井出

死ぬ話に缶切りだけが錆びている

いるか。楢崎は筒井より諦観が強いにちがいない。筒井が世
界の構造や人間のやりきれなさを見つめて書いた句と並べる
と、楢崎の句は人の世に生きることの疲れが先行して書かれ
ているのがわかる。世の不条理を負いながら暖かい光りを求

節の川柳に当てると、井出は、形式が呼び出すこころの深味

ば必ずしも新しいものではない。大胆にいえば思いの報告か

いることは、川柳にとって新生面ではあるが他文芸と並べれ

が、読み慣れたこれまでの川柳から見れば異質の句を書いて

筒井・楢崎、あるいは小池・樋口・石部、今号の飯田ら

う「あはれ」は、対不条理という趣きがあって、いわゆる

しているように感じられる収斂のように思われた。井出のい

れ」ということばに収斂している。でも自身の川柳を裏打ち

重視して、それを『旬』誌に、北沢瞳の川柳にふれて「あは

出は、人が川柳に接する動機と表現せざるを得ないこころを

ろの報告にすぎないではないかと開き直るにちがいない。井

の表出を報告というなら、所詮ものを書くことはすべてここ

ら意味の叙述になっただけだ。しかし、川柳がこのような水

めている川柳なのだ。

準で言葉を発している、このような視線、このような角度、

だが、それは

神の水もジャズマンの水も軍港へ

善人は信濃の村へ置き去りに

同

井出 節

「古道にかえれ」という前近代の思想を思ってではないよう

このような書き方で世界 人(間 観)を展開していることが、よ
うやく外から関心を示されるところに達した。その反映が
「バックストロークｉｎ東京」に来ていただいた他文芸の皆

も井出はレトリックと戯れたいのだ。

自身と裏表であり、表裏一体を相対化する手前で、どうして

のように「あはれ」に凭れることを自身に許さぬもう一人の

さんの多彩さだと言えるだろう。芥川竜之介と前田雀郎との
関わりを思い、西東三鬼の句の芥川からの影響 角(川文庫『西
東三鬼句集』の神田秀夫の解説 な)どを会場で思いながら、
熱いものが湧くのを感じていた。手前味噌になるが、もし、

19

ふしだらな釘にエプロンぶらさげる

行き場のない梅を広げて干している
同

北沢 瞳

いのちの存在を「糞」で知らせているのだと――。

現している。「戦闘機」は「つぶあんの中に」、「小鳥は」

耕したところに音を植え付ける

同

同

広瀬ちえみ

不条理との接触と、その苦笑を書くことに北沢瞳はすぐれ

谷底のピアノの上に月が出る

だが句と思想が合致していることで広瀬は孤高の位置に在

最後にはきっと乗ろうね観覧車

る。なぜなら読者にとって、表現された親しい味が、必ずし

ている。句も作者もあまり目立たないのは、北沢の川柳の苦
にゃんと曲げて猫じゃらす」のような句が、人の世の苦味よ

味を感じる読者が少ないこと、例えば旧作だが「物差しをぐ
り「物差しをぐにゃんと曲げ」ることに読者が面白さを共有

一戸 涼子

も句に書かれた思考との親しさにつながらないからだ。

馬一頭二頭の前は微笑して

してしまうからだ。この意味でもっと不条理を前面に出して
もよいはずだが、北沢は不条理の喩を書くことに重きを置い

が、感興の自分らしさに神経が向きはじめた感がある。「微

いままで嘱目の感興を伝えようとする書き方が多かった

木馬の青フェルメールの青たぶん晴れ 同

「釘」も「エプロンぶらさげる」も、読者個々の知覚を引出

笑して」「たぶん晴れ」には、他者との通い合いより感興の

ている。「ふしだらな釘に」は近作のなかで出色であり、
すが、結果的に喩は主意の質を報告化して、作者と読者を喩

言語化優先という姿勢があり、独善的ではなく自身を追い込

の共有に着地させる。
北沢 瞳

んだ措辞なので、読者に内在する「微笑して」「たぶん晴

改札で羽毟られているカード

一戸 涼子

普遍的な苦味をデジャ・ヴュ化する手法は北沢の川柳での

き方と見える。

格子戸の向こうで呼んでいる旧姓

古俣 麻子

面、「満たしておく暦」がこころを景に重ねるこれまでの書

作者の呻吟を見て来た視線には、「まっすぐな声」が新生

まっすぐな声で満たしておく暦

れ」を引出す。一戸涼子のながい呻吟の成果が出始めたのだ
広瀬ちえみ

と思いたい。
同

新生面と見た。苦味が臨界に達して意味の言語化に近づいて
つぶあんの中につっこむ戦闘機

いる書き方のように思われる。
来たというように小鳥の糞がある

広瀬ちえみはいつもニヒリズムを明るく整理しようとして
いる。整理できているかどうかは本人のみぞ知るだが、この
ように整理できるんだよ、こう思えば軽くなるよ、とだけ表
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河瀬 芳子

などは作者の自己対象化に新味が感じられる。自己憐憫を書

曖昧がドアの把っ手に絡みつく

くことやその装飾の虚しさが喉までせりあがっていながら、

「旧姓」と「格子戸」が読者に想起させる諸々は多い。四
の感性で書かれていることを重く見たい。訴求性を盛らずに

いつもレトリックへ急ぎすぎるのだろう。作者にとって最も

同

情緒が書かれているからだ。髪逆立ててとか、眼を血走らせ

問題なのは、レトリックが作者の私情へ読者を対面させるた

ああ言えばこう言う七色唐辛子

て、などの訴求性はそれゆえにその時代の世界を浮かばせた

めのものであることだ。河瀬が仰ぎ見ていた定金冬二は悲し

十年も前に多く書かれた情念の川柳と同様に読むより、現在

が、右の句は情実の抒情の趣きが濃い。ただ、「呼んでい

たがいつも第二義にしていたはずである。この違いが河瀬を

る」という措辞が決定的だろうかと思って、立ち止まってし
古俣 麻子

孤立させている。「七色唐辛子」が読者になにかを喚起させ

みを書くことを基底にしており、レトリックは多彩ではあっ

恐竜にならずに逃げていく蜥蜴

るのは、なんだか小憎らしい「七色唐辛子」が作者の私情と

まった。
同

いう予定調和に落ち付かずに、宙に浮いまま残像となるから

同

だ。これがいま、作者の前進への契機として大切な書き方だ

真夜中にまた壁紙を張り替える

七句が、秘匿している情実を書いていることは明かで、読

掘り出した陶器破片にわたしの名

者が共感に耽れば句の授受は終る。古俣が私情を書いたか虚

何事かを宿命であると思うことがある。宿命と思うことで

松原 典子

と思われる。

無理に納得しようとすることもある。「宿命論」という表現

割り算の余りといつも宿命論

構を書いたかは判らないが、いま、川柳のみならず短詩型の
時代である。――「悪意」や「軽薄」はけっして私情を書く

のうしろに、何事かを心的に処理してしまう苦いこころがあ

文芸はこの主題をどのように自己回収できるかを考えている
こととは無関係ではない。いや、この辺の認識を入れてのシ

っていかにも松原典子の川柳らしい。「いつも宿命論」との
着かせた感が濃い。

エプロンを軽くたためば家出に傾く

松原 典子

断定に川柳特有のうがちが生きているが、落ち着く処に落ち

ンポジュームのテーマであったとも言える。古俣麻子のチャ
河瀬 芳子

レンジ精神が胎動しはじめたと思いたい。
ゆるやかに芒ふえゆくわが百語

この叙法に居すわるとき、川柳はいつも個人が掘った個人
の穴、私情開陳のものとなる。しかし

21

り方が一定である。古谷の場合、一定であろうとする意識を

古谷恭一の対象はいつも自分自身だが、自身との距離の取

好みとか趣味性と言っていいだろう。優れた画面を創ろうと

同

ぎこちないのは語呂のせいばかりではなく、思考の中途で

する映画監督が、景に凝ってしばしば趣味性に傾くのと同じ

私を流れていった川下の戦後処理
纏めようとしたからではないか。「家出に傾く」「流れてい

ように、この意識が主題を限定する。主題を限定すれば群作

ろうが、古谷のフアンが、ああ、いつもの恭一ワールドの展

が可能で、ストーリー性をおびれば小説風の連作も書けるだ

った」などの意識の説明は、なんだか忙しく書いたような感
前田 一石

がある。
文明の利器あり生きることに杜撰
断言の川柳と言いたいが、「ことに」が、句を痩せさせた

開だ、と思いつづけてくれる保障は無い。作者と句の距離感

見てもゴッホの印象の中に有るが、その変容の凄さは鑑賞者

この意味でもっとヤンチャであるべきだ。ゴッホの絵は何を

の安定は、それが続くと読者に変化の無い印象を抱かせる。

受身の姿勢で漫然と生きている、などの自己省察が七句の

にゴッホの別の絵を見ようとする連続性を求めさせる。この

前田 一石

主題のようにあるが、これを判然と認識する前に感情だけで

辺を古谷恭一はどのように考えているのだろう。

垂直に降ろした線が檻になる

のではないか。

作句に向かったと思われる。だから「垂直」の「線が檻にな

同

金築 雨学

る」という密度の濃い句に、「降ろした」という説明を添え

親殺し子殺し山の麓まで

拘ってばかり紙縒が長くなる

ってばかり」の情況は「紙縒が長くなる」ばかりだと言って

予定調和の寸前で前に進めないような奇妙なここち。「拘

て句を緩めることとなったのだろう。前田一石はいつも句の

前田 一石

どこかに具象性を書こうとしている。これは個性だが、それ
風を丸呑み 五、六歩退く

を振りきったとき

感のみを据えるのが金築流川柳の魅力だ。

性や自我、主体性という近代的な価値観からズレて、未解決

いるだけなのだが、「長くなる」感じが読者を引きずり、
古谷 恭一

「山の麓まで」という現実と誇張の綯い交ぜが残される。個
同

のように鷲掴みにした主意がゴロッと表出されることがあ
跳箱を跳んだところで目が覚める

キライな食べ物をナットウと記す

る。
整頓はきっちり夜の手術器具

同

金築 雨学

同棲の時代は金魚鉢だった
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このなんでもなさがなぜ読者の意識にしばらく残るのか。

葱」も「ピース」も読者に残る。「朝」「重ね着」「湖」な

マチス」も「ママン」も「ね着・祢宜・労って・値切る・

かのように、本誌で言葉だけの自立を目指している。「クレ

句を強くしている。自立した一句を読者に残す難しさと愉し

普通、「納豆」か「なっとう」であり「嫌い」あるいは「き

みが、マグリットやキリコの絵のような無機質感を持って提

らい」だが、それをカタカナで表記するだけで異化作用とな
草地 豊子

出されている。

どが、一句の景や情況をさりげなく、しかし確定的にして、

薬缶の鉉ささえにみんなやって来る
同

り、川柳らしい意表となるのだ。

同

柴田夕起子

立ちながらプラスチックの父である

同

輪になって被っておりぬ紙おしめ

ざわざわと一揆の音がするポスト

同

柴田夕起子には、「ポスト」「ホットケーキ焼く」「ピア

ホットケーキ焼く 非核三原則

うつ伏せに眠る消耗品の棚

ノの音」などが、「一揆」「非核三原則」「情死」に結び付

あるはずのないことを本当のように書くことと、それを
どの誰もが知っている、どこにでもあるような位置で展開す

く感覚があった。読者は、生活の中に様々な感覚のひらめき

同

ることが、草地豊子の川柳の特色だ。今号はそれが揃った。

が有るということを共有する。だが「一揆」「非核三原則」

放課後のピアノの音と情死する

七句とも、静物画の中で一ヵ所だけ妙に、ガクッとゆがんで

「情死」などは存在感を保ち続けない。反核や非核などの心

「みんな」「プラスチック」「紙おしめ」「消耗品の棚」な

いるような存在感があり、そこに手品のようにタネがあって

る」を、作者が自分はこのように感じたと言えば誰も否定で

替えても成立する。「放課後のピアノの音」「と」「情死す

のことではないので、読者は頭に残って始末できないままに

海

情を強く持つ人には「ホットケーキ焼く」ことが自身の心情
白藤

に結び付くだろうが．一般的には、これらの結び付きは入れ
同

なる。草地や金築の川柳は伝統的な〈うがち〉がここまでや
クレマチス ママンが姿けした朝

るかとの感が有り、川柳人を嬉しくさせるだろう。
重ね着の祢宜労って値切る葱

きないが、作者のみのリアリティーとしてたちまち報告川柳

の範疇へ整理されてしまう。現代川柳に多くある《感覚》の

同

白藤海も川柳をどのように読者の中に居座らせるかを考え

表現や二物衝撃は、その感動のリアリティーが言葉にされな

湖のすべての蟹がピースする

ている。情意の表現は精々一般的な憐憫の共有だと見極めた
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同

松原 未湖

ぬこころの転換を充分に定着させている。日常詠は詩的飛躍

らに」という心境なのだが、二つの「に」が急きも騒ぎもせ

に」して受け入れようとする気持ち。すなわち「桜は葉ざく

ケンケン跳びの男が持っている破片

いと読者を引きつけない。
斜め後方たぶんピンクのマリア像

全体が象徴的な喩であり川柳的な飛躍の視線から書かれたこ

を求め辛い、というむきには「洗濯機の底螺子は踊る」の句

とを感じてほしい。「踏ん張りが効かなくなった」という表

同

「ケンケン跳び」「破片」「たぶんピンクのマリア像」な

出に作為がなくて、頬のゆるむここちよさがある。

粒々になるまでいじめているカラス
どの表現は散文にして書ける意味性の喩であり定着感があ

田中 峰代

る。「いじめているカラス」の句は、意味性の及ばぬところ

同

措辞の定着感が強くなり、句の緊密感がリズムに反映して

バラ満開 仕返しのタイミング

いる。五句に、鬱積しているものの形象化。二句に、鬱積の

セロリ齧ってゴム鉄砲は射程距離

させるが、「粒々に」してなお、こころに食い込む悔しいよ

混ざった寂寥感が書かれているが、どの句も、まずシチュエ

の表現で、畑美樹がいう〔意味の手前〕にあるのかもしれな

うな存在「カラス」は、松原未湖の深部で、ただ有るだけな

ーションが仮構されて、その空間で主意を書こうとする書き

い。意味が現われそうで現われないもどかしさを読者に感じ

のだろうか。「いじめる」「カラス」の常套語に作者は何を

方であり、作者にとって自己対象化の手続きにかなりの時間

思い、なにを指示しようとしたのだろう？。

が必要なのだろう。

前田ひろえ

ある句。本誌創刊以来、作者には無意識的なフィクション志

「猫」「水母」は常套の範疇だが、精神のリアリティーが

田中 峰代

い」自覚。「螺子」が外れてしまったような意識が七句にな

向があって、それなら気軽に、無責任に化けて見せればと思

同

っている。生活の中で「回」っていたはずなのが、いつのま

うのだが、句への自己解放をどこかで抑制する意志がいつも

押し入れに入ってしまうさみしい猫

にか「螺子」が外れて「踊」っている、しかもそれをなんだ

安安と睡むる終バスの水母

回らない洗濯機の底螺子は踊る

同

踏ん張りが効かなくなった朝の味噌汁 同
拘りはほどほどに桜は葉ざくらに

か他人事のように見ている自分がある。「朝の味噌汁」にも

あるらしい。句会や課題詠などで、気軽でのびのびとした書

さまざまなことで、なんだか気が緩んでしまって「回らな

おなじことが書かれており、自然なことと「拘りはほどほど
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同

進藤 一車

い。これまでの書き方が他者の内在性に通じ合うという信頼

を書いたからといって視線に転換が起きたというのではな

り、一句を書く際の外部の遮蔽感が強かった。公共の乗り物

秋立って知るひまわりの虚言癖

のもとに書かれていたことを、「深夜バス」がはからずも証

き方を会得すればと思う。
口を湿らせる 最後のサーカス
同

明し、清水の川柳について言われるナンカイ感が、具体性を

ポケットに沈香さむい芸を売る
進藤一車は視線を絞りはじめていると感じられる。自己省

清水かおり

求める読者の硬直性に起因することを証左することとなっ

同

た。

手の中に切れ端残る氷魚のまま

察と普遍性の重なるところを意識して見付けようとしている

凍てては溶ける少年の足の模型

らしい。むろん社会批判をやめたのではない。自己省察が
日々の現実を生きる現代人の態様として世界を反照している

動脈に得体の知れぬ歌手が来る

同

賞味期限が切れてバターを塗りたくる 田中 博造

美しく書く川柳人はほかにない。

現代という意識がしっかり在って、その切なさをこれほど

と思っているのだ。「口を湿らせる」ことと「最後のサーカ
ス」のあいだの一字アケにある重み、儀礼への沈鬱な思い。
意識の断面への照射とする書き方で、普遍的なこころのあり

同

「ポケットに沈香」「さむい芸を売る」など、句の屈折点を
さまに迫ろうとしている。「秋立って」「ひまわり」などの

植木鉢の底からくすぐることにする

に触れつつ、リアリティーが読者に内在するものを引出そう

近年の田中博造の川柳で存在感の強い三句。言葉の多義性

象徴語の活用をどのように考えることができるか、進藤の踏
ん張りどころだ。
清水かおり

とする。当面、この書き方の追求を望みたいが、感性の働い

夜行バスたましい薄くして帰る

当初、「夜行バス」の次に、で、を意識して読んだが、作

田中 博造

たところで一句とする資質がこれまでの田中の書き方であり

青梅のコロンと神を裏切ろう

者は「夜行バス」に乗って日常性へ帰るときの、「夜行バ
ス」そのものの存在を表現したいのだ。「たましい薄くし

同

などの生活の具体性を本領として居座りたいかも。でも大勢

もうそろそろ地雷を踏みにゆく時間

ついての感慨なのである。これまで清水かおりの川柳は、内

の人達が同じように書き続けているところをテリトリーとし

て」とは、現代社会に生きる人間にとっての「夜行バス」に
在する非現実世界のリアリティーを書いて強い存在感があ
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してしまう。しかし情念の報告ではない。七句の実質は、ま

われた歌詞を応援歌として示せば、川柳史を四十年ほど逆行

い想えば闇の夜や 浮世は夢よ、ただ狂え》と古い映画で唄
同

松本 仁

てほしくない。
立ち枯れの子供打ち込む地の景色

遺言状をダリアの茎でしたためる

るで汎神世界に染まりそうな〔自然の循環と循環されざる人

間の歳月〕という近代文学のモチーフである。

「極東軒」のメニュー 確かに自爆の文字 同
作者は絵画のグループに長年居たこともあって、可視性の

センカンにヤマトナデシコ繋がれて

畑 美樹

個と集団というテーマを、現代文学はいつの間に置き去り

松永 千秋

異様さに世界への批判が充填されている。しかし「遺言状を
ダリアの茎で」「立ち枯れの子供打ち込む」像は、読者に批

軍曹のように缶づめを開ける

「軍曹のように」を空想することは楽しい。うまく方向指

にしてしまったのかと思わせる。

示したものだと微笑んでしまう。「農場実習明日よりあるべ

判の共感を広げるところにまで膨れない。ノッテいた頃と比
野春三・松本芳味・宮田あきらの社会性川柳を自分なりに引

べて、虚構を説明する気配が像の異様さを鈍くしている。河
き継いだ位置で、真っ直ぐ川柳と対峙しない現在をどのよう

を展開してきたのだが、これらが単発的な報告川柳の範疇に

く春の夜を軍手軍足買ひにいでたり」 石(川不二子 を)思い出
させたりーー。このように畑美樹の川柳は、形式と関わるこ

あることを感じはじめたのではないだろうか。だから本誌旧

に考えているのか、独自の強力なカテゴリー意識は強力さゆ

松永 千秋

号での、人間どうしの関係性への接近や、生活の中の死角を

えに空転、マンネリを際立たせる。松本流儀の能動的な自己

同

とで見えなかったものが見えてくる、いわば発見の瑞々しさ

八月の空アインロン掛けを繰返す

同

破壊が止まっているのだ。
長すぎる包帯垂らし通過中

縫い目からしたたりおちてゆく日向

畑 美樹

見るなどになったのではないか。

展開図すべては無精卵でした

二つのことが書かれている。現実の受容と、受容しつづけ
ていることへの感懐であり、句に断念が漂っている。

同

断言できないが、「日向」「運ばれる」などには発見だけ

わたしからみずっぽい指運ばれる

の「ぽつんと」「日傘置いてある」のしずかな景の背後の激

ではなく、現実から自身を剥がして自己確認するような、対

さくら墓苑にぽつんと日傘置いてある 松永 千秋
しさ。《人の命は、火と燃やせ 虫の命は、火に捨てよ 想
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世界という認識が立ちあがっていると思われるのだが。
月が沈むまでスパゲティ食わしつづける 石部 明
句会や大会の選を務めて、石部明は「この言葉は動きませ
んね、絶対ですね」などと措辞の定着感を推奨することがあ
る。石部明にとって「スパゲティ」は断固として動かない。
しかし、この象徴語は作者の個人史にある象徴性であり、同
じように誰にでも何かを象徴するものがあると思わせること
や、作者において不動のものが他者に可変性として有ること
を、石部明は充分すぎるほどこころえている。この厚かまし
さは雑俳性を作者が肉体化していることをものがたる。二十
数年間石部の変化を追っている視線には、象徴語の精度の濃
さにおいて抜きん出ていること、それゆえに象徴に付着する
制度との葛藤が感じられ、これは先鋭的な作者のなかでは石
部が最も意識的に鼻突き合わせて、たのしそうにやってる
な、と見えていた。だが、この葛藤は、現代川柳の大多数が

石部 明

書いている報告川柳と想像力の貧弱から抜け出す方途をさぐ
ることであるはずだ。
夜具仏具葬具あるいは掻爬の具

象徴性を弄んでいるところに近代の翳りを掻爬する作者が
居る。とても大きなカーブを切り始めたか？、石部は苦笑す
るだろうが『十代の性典』を葬ることの、いわばその時代へ
の復讐が完了しかけている。
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石部明選

山 田 ゆみ葉

ブリリアンカットどこもかしこも猫である
約数にそそのかされてみる故郷
換算を拒み続けているトマト
傷口がそろそろ戻る水曜日
たそがれのサファリパークが憑依する
眉間から魔物を払うひとつまみ

澤田勝冬

北沢瞳

童話からだじゃれ零して梅雨晴れ間
バウリンガルと留守番をするご同慶
まな板は修羅場ゴメンと亡命す
豆入りのドライカレーや乱打戦
自責点９だったのかホームレス
日々のオーバーランへ裁判員制度

有刺鉄線遊びごころが分かる歳
琴を弾く覗かれる穴ある限り
くねりくねって裁縫箱に針戻る
饅頭の中の小石を食べている
葱畑後を向いて待っている
花びらの乱れ押さえて綱渡り

高槻

千葉

大阪
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晩春の暗いスーツを誂える
鍵を預かる三月の交差点
鍵盤のひとつは音の出るピアノ
水虫の薬を塗って黙らせる
千本の桜の闇を見るほつれ
大きな甕に底があり行き止まり

重森恒雄

井 上 せい子

松原未湖

排気口から歪んだ風が来るのです
鍵を探して扉持ち歩く
首のないネコも混ざっている炬燵
ゆるゆると水漏れをする耳栓
受け容れる形に割っている玉子

錯覚の一部始終を折りたたむ
音のない古本屋にはサンショウオ
トンネルも忘れていると甘くなる
肩のコリかすみ草から水を抜く
花鳥風月トンネルはかぎ括弧

滋賀

福井

松山

さくら散る 風の迷路の運転士
朝に圧死 吊り広告の経営論
ワード
着信たまりつづける 眠らぬ言葉
こわれやすい箱 遠い心音
献花つづく レールはいまもパラレル

腹這いになってその後の沙汰を待つ
本籍を移した跡に蝶の粉
法廷の受付で頂くレシピ
助手席に乗せる長い雨の記憶
星空を見上げて用を足している

中川一

瀬戸

箕面

岡山

丸山進

草地豊子

ぽっかりと抜けた記憶を水洗い
二の腕を舐めてそれから服を脱ぐ
頃合いに焼けた舌など裏返す
風袋を引くと濁った水である
受付を通り焼却してもらう
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矢島玖美子

洗面台の白に際立つ今朝の花
古い家 光が磨き上げる庭
空に地に色を溶かしてそこにある
花の中にわたし わたしの中に花
ジャスミンの家と名づけて立ち止まる
平賀胤壽

森を出て父の緑を吐き出しぬ
ドーナツも竹輪も穴を破棄するか
月を呑みついに開かぬ河馬の口
寒天もプリンも完成度は高い
湖にピアノを沈め髪洗う
横 澤 あや 子

そばもちと肌の照りなど比べ合う
狐跳びを化粧ポーチは好きらしい
五穀飯は渇いた腋のいろだろう
グラジオラス凭れるための昼と夜
鏡面に沼が群がる また立夏

東京

滋賀

八戸

隠蔽の窓てらてらと蔦蔓
葉ざくらの彩を重ねて口ごもる
青空を借景におく泥団子
満天の星 殺戮が始まるよ
ミサイルの尾にしがみつく血糖値

高橋蘭

河瀬芳子

金築雨学

水の匂いの魚の匂いのする薊
それではとかいなひねりをぎんやんま
Ｓ席で聴く見事な潮騒
春愁や腰を崩せし観世音
一族は寿限無寿限無と浮いている
つ

ふっくらと女がウソを吐いている
便座からもう起き上がることもなし
見殺しへこっそり菰が被せてある
連れなさの紐の片端ぶらぶらぶら
自転車の荷台のひとり遊びかな

北海道

高槻

鳥取
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飯田良祐

予告編いつも通りのチャップリン
ウォシュレットの蓋アラビアのロレンス
地下足袋は脱ぎませんヌーベルヴアーグ
大河内伝次郎にも公用語
修司忌へアンダルシアの犬つれて
泉紅実

先頭にいるのがもうひとりの私
好きと言うためにだけ飲む紹興酒
換気扇回す言ってはならぬこと
応募券切り取る涙目になって
むかし
句読点つけて過去にしてしまう
峯裕見子

山の名を教えてもらう五月のえんぴつ
言 い忘 れ ま したと 葛 の粉 ま ぶす
母 を 匿 う インド物 産 展 の壷
お 便 所 の紐 を 引 っぱ る世 捨 人
乗 り 換 え のたびに柿 の葉 ず しにな る

大阪

京都

大津

蒟蒻のことも上司と思うかな
青葱の束もそのまま滑落する
伏せ字また煮魚の身を裏返す
青汁を飲んで兵庫へ赴かん
蓮根を仲間外れにしてしまう

お遍路へ発つ光背の止メ金具
傘立てにしどろもどろの男たち
百人の読経の語尾をニセ夫婦
カルタから抜けてカルタへ戻る犬
競売のビルに提出される月

京都

大阪

筒井祥文

滋賀

楢崎進弘

徳永政二

むらさきの方に歩いているらしい
石 け んの泡 のと お り にな っている
左 手 に持 っているのは何 だろう
裏 側 があ ってま っす ぐ 立 っている
な んと かと 思 う タオルの濡 れ ている
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吉澤久良

不揃いの神話集めて謝肉祭
水かきは肖像権を放棄する
石室で火の文献が積む時間
チューブから絞り出された極楽図
引き出しで干からびていた未成年
前田一石

風景画の石のひとつが光り出す
ぐるぐる巻きの包帯方向性がない
曇天の椅子にはじまる敵討ち
線香花火ばかりを焚いて船着場
窮屈になったら閉じる箱のふた
柴崎昭雄

菜の花畑の向こう側までつづく嘘
四 十 歳 ま だ手 放 せぬ泡 だて器
四 十 だぜ たら こパスタも アルデ ンテ
四 十 歳 有 刺 鉄 線 片 付 ける
花 冷 え の二 個 のく ち びる 汚 れ や す き

京都

玉野

青森

木口公遊

染め上げて大夕焼けの捨て台詞
双六の上がりに遠く指定席
カーナビを狂わすタンポポの綿毛
富士山を吊って琵琶湖の側に置く
鯉口を切ると遠くで稲光

宗村政己

下駄箱に封印されたある詮議
戻れない格好ばかり言葉たち
金庫からひそひそ話もれそうで
一線を越えぬように 色を重ね
写メールで写すんですかわたしたち

山本忠次郎

片足の影だけ月に見られてる
スポンヂの脳禁色の水を吸う
変だと言われ変になる五月闇
縁どりは明るくしてるコンセプト
たちどころに濁る軽薄な体液

倉敷

北海道

東京
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夜を逃げるか夜を転がすか
一日一善完熟トマトミニトマト
母の日の花屋の隅にすごい鬱
一番茶が届いて人質のニュース
風船を放つ冤罪が深まりぬ

前田芙巳代

田中節子

太い雨 期限の切れたパスポート
鮫のかたちが変わる儀式が変わる
山脈の灰青色をぬっと抜き取る
気の強い晩春だった逆上がり
菖蒲池 高貴な恋が通り抜ける
西 村 みなみ

湿っぽい一本道を抱え込み
文鎮の下には在りし日の余白
しくしくと箱の中まで従いてゆく
一人減り二人減るまで掻きまぜる
弔砲の犇きあっている時間

姫路

神戸

倉敷

東 おさ む

柴田夕起子

静岡

岡山

岡山

ペンペン草の芽が包帯の隙間から
すでに守りに回った葱坊主の綿毛
ピラニアも金魚も浮いてくる鏡
逃亡記百合の匂いがまだ抜けぬ
カルテ一枚森の出口を封鎖する

体内に梔子の花植えておく
母の名を時々忘れそうになる
灰色が黒になるまで杭を打つ
缶詰を一気に開けて夾竹桃
それぞれに守るものありあこや貝

加藤鰹

セクハラと騒ぐどーでもいい女
白魚の指もシャウエッセンになり
スッタモンダの論議にかけるマヨネーズ
波光きらめくそして帰らぬ舟のこと
月見草ゆらりてめえもグルだとは
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小野善江

瀬川瑞紀

三日月は人盗む月 盗まれる
世界を閉じて唇のひらく音
流れている桃が欲しくてたまらない
沼の雫ざんぶりはじき夢醒める
さびしいから微熱が欲しいひとつの死

仏壇の内から今日はわたしの日
祖母の名に敷きつめられた竹の花
笑い疲れて折れる線香などあって
高台で説いているのは亡父の髭
仏壇の奥から戻らない谺
畑佳余子

国会中継紙に包んで棚に置く
帽子掛急にざわめく列車事故
お弔いごっこ野良猫に雛襲われる
軌道修正まだ棒切れが見あたらぬ
消火栓さむい話を零される

高知

堺

岡山

前 田 ひろえ

老母の背中をビタミン剤と泳ぐ
そんなに鍛えることはない鳩の首
観覧車回る昔話はほぐれだす
日の丸に包んで差し出す きな臭い
通過駅ばかり喉は涸ききる

江尻容子

念のため袋を逆さにしてみせる
今日の陽を無事に沈めたあみだくじ
昨日より低くする棚 物干しも
続編もしぐれを走る軽四車
ふところに白旗ポケットに拳

み と せり つ子

何に焦がれていっぴきの魚流れてゆく
劇 場 を 出 て風 の生 ま れ る森 へ行 く
三 日 ぐ ら いが最 大 限 の未 来 地 図
眼 差 しのお も む く と ころ 風 浄 土
午 後 の惰 眠 いく さ ご っこに疲 れ 果 て

玉野

岡山

松山

34

瞑想に耽けると鷺が動かない
冬眠に目覚めて蛙籾を播く
涙もろくなる仏臭くなる
触覚の進行形に謎がある
走りながら考える汽車も電車も
谷智子

山口流木

大声が届くところで寝て起きて
腰病んでドミノ倒しの医者通い
嫁よりも赤いルージュで駆けつける
大きな足の窮屈そうな嫁の椅子
瘡のどこを剥いでも青い空
森田栄一

見えない鏡陰の部分をメイクする
ふんど しも 柄 入 り 歌 麿 も いて情 緒
蛆 虫 が往 来 を 這 う 越 境 者
領 域 から 外 れ た場 所 にあ る時 計
謎 の時 間 ゴム手 袋 が干 してあ る

岡山

岡山

尼崎

石川重尾

相模原

静岡

瀧正治

岡山

センセイの帽子の中の落し穴
持ち株が欲しくてダイエットに励む
懸命に爪先立って穴を掘る
小手先で拡げる穴の深い棘
沿線のカーブで宙に浮く神話

雨垂れの殺意に負けぬ石となる
多目的ナイフが瞬発力研ぐ
春の風淀むオカリナの水溜まり
レシピの手順は片付けものの順
治らない病気を治す副作用

藤成操江

風向きを確かめかねている両手
握 手 したあ たり な く したメロンパン
触 れ な いで 海 を 掬 っていると ころ
行 間 を 抜 け る歪 な 紙 風 船
葉 桜 や 渚 で揺 れ る喫 茶 店
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山本美枝

複雑骨折五月の白いかきつばた
丸坊主のままでよかったブロッコリー
プチトマトふらりと春の薄明に
埋み火の言の葉ひとつ見失う
胸中の別れに似合う指になる
ち だれ い子

薄い血を風に透かして水となろう
生れ月 天に返して私児孕む
妊婦が笑うコロコロ笑う蝶ひらあり
罪はないジャンケンできる海と空
脱げてから夕陽だんまりブランコに
中島未知世

景品の凪持続性Ａクラス
や わ ら かさ 引 き 寄 せ な がら 纏 う 黒
さ
平 板 な 折 り 返 し点 ば ら を 挿 す
入 念 な 武 器 せせら ぎ を つつむ 声
みつ
なか
連 絡 は密 にお 腹 のカメレオン

岡山

京都

さいたま

安部海南子

ヘルペスがしどろもどろを責めたてる
ふるさとを擬人化させる けふこえて
もやもやにたっぷり掛ける花かつお
昭和から狂うリズムのスパイラル
びみょうと言う風に佇む愛国心

斉藤幸男

送別会終末観の話する
トイレの壁の進みはじめた古時計
アドリブでシナリオ飛ばす初舞台
解凍魚シャベリ出したら止まらない
トンネルの音と散る気まずい話

植田眞佐美

好きだった 池の水まで病んで来る
気難しい池だ潤ったり乾上ったり
風に抱かれても日本タンポポの孤独
乗車拒否時刻表にも無いバスよ
淋しくは無いぼろぼろの辞書がある

愛媛

加古川

加古郡
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井上早苗

通信販売シャボン玉がついてくる
白い花ばかり咲いてる喪中の家
猪も蛇もはにかんでいる土偶
想い出の欠片浮かべて飲むつもり
サッカーのチケット売り場に猫もいる
川路泰山

矢吹雅男

天下論を吹き割るジュータンは緋色
好きなものを詰めて自論を飛ばす
正論をなげく残夢のいくたびか
花の季は天に向って法螺を吹く
老魄の亀で食い散らして歩く

楕円は既にいびつ踏み出してない
闇から覗く後悔は日差しの中
しあわせになるページの裏の微罪
逃げるのは今しかない雲の切れ間
二つ程新しい窓があります

岡山

島田

岡山

窓辺には後悔だけが残っている
点線で私の人生折り返えす
春の鬱小窓を抜けて飛んでいく
平行線たどる話はまたにする
助手席は空けておいてと春の風

関本久子

桑田好子

わが胸に妥協許さぬ白が棲む
散りぎわに愚痴をこぼした八重桜
幸せを問うてみたいよ飼犬に
医者の前 人柄だけで坐ります

目野昭子

思わくが外れとび出す仏さま
ゆうゆうと雲は流れる無為徒食
哲学を持っているらし家の猫
体内で鋸を引いてるここ三月
庭先のホースたぐれば亡父の影

加古川

龍野

加古川
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島津美智子

夏ミカン口にほおばり恋捜し
竿竹に干された服が対話する
そな
墓の前白菊供え不倫して
白い雲離婚しそうで嬉しそう
白旗は何の合図かダンスする
竹 内 ヤス子

ラッタッタ蝶も金魚も行列へ
山に向く亀は鳴いたりしない
精いっぱい笑う栽培禁止のケシ
八十の姉なんじゃもんじゃに白く咲く
町老いてお隣ごっこ鬼ごっこ

馬場涼子

ふんわりと嘘を包んださくらもち
過去形で残念塚は生きのびる
ひらひらと誤解は脱皮繰り返す
突然の神のコインは無表情

相生

東京

久留米

北 詰 と し子

高砂

岡山

きな臭い世の中なのか池売れる
駄馬なりに出番もあった花まつり
窓際の机無言のペンの跡
桜咲く私の夢が流される

竹本妙子

姫路

後ろ手に縛られている鈍い音
冗談が過ぎてスパイス盗まれる
坂いくつ越えたら見えるエピローグ
耐えている岐れ道にも泥パック

為則優

雑踏に一人逃げ込むもう一人
故郷のふるきず一つ持ち帰る
心の奥より見える蜃気楼
ふるさとの訛なつかしもんじゃ焼
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散布して即身成仏したつもり
赤紙を何処かで刷っている気配
空耳か尊王攘夷と聞えたが
黄海の向うで風が吹いている

山川浄一

田中博造

母校を出ると瓦土塀のつづく街
魑魅魍魎が書けたら魑魅魍魎である
ベランダで吠えてる犬に潰される
初鰹 土佐の便りはおそろしい
標本棚にときどき並べられている
松原典子

理由見つからず貧しくつづく会話
獣になりきれぬ皿まわしの未来
血の薄い抽斗の中のふかみどり
熊注意Ｓ字カーブは非日常
臆病なスプーンぐにゃりとなる涅槃
派兵論続く花もあらしも無題

倉敷

京都

岡山

進藤一車

共同正犯取り付く島はダリの髭
神様は落ちそうにない穴を掘る
ニートぞろぞろポテトチップの空袋
コンビニへ遡上してくる深海魚
蛞蝓が溶けて隠微なあそびする
削除キーたっぷり口を拭いてから

小池正博

憂鬱に天使の羽を取り替える
応仁の乱も半ばに仮縫いへ
退嬰の桜姫から来る手紙
唾棄すれば椿姫へと落ちてゆく
惑 星 のお 色 直 しは三 部 制
君 の手 を 握 ったま ま で枝 にな る

渡辺隆夫

昼月に姫の両足少し浮き
ひらひらとジョーカーが降る昼の月
馬の子をオネガイ昼のお月さま
回転木馬だんだん広くなる産道
胎児が覚えているサルビアの赤
月満ちて姫は白馬を産みにけり

札幌

大阪

神奈川
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ウィンド︲ノーツを読む

とにはならない。それでもこの句を素通りできないのは、唐

突な「乱打戦」の無責任さによって、一句が豊かに振幅する

ことの面白さとでも言えばいいか。

松原未湖

現す言葉として、とりあえず、日常につながっている。だ

「たそがれのサファリパーク」は比喩としてではなく実景を

たそがれのサファリパークが憑依する 山田ゆみ葉

だというのだが、この常識では掴みきれない設定が、常識で

たむろする。そして、その数匹の中の一匹は「首のない猫」

ない。それでも人間に甘える術を知っている猫は炬燵の中に

さず抱きかかえているのは、猫にとっては迷惑なことに違い

待的な行為に見える。珍奇な洋服で飾ってみたり、片時も放

湖にピアノ

首のないネコも混ざっている炬燵

が、「憑依する」によって、一句の言葉と意味が日常的な視

は計りきれない「言葉の出来事」として、もっとも残酷で、

猫好きが猫を可愛がる様子は、第三者から見ればかなり虐

野からどこかへ飛躍しつつ、説明のつかない世界を読者の前

美しい猫の姿を現しているのかも知れない。猫と「炬燵」は

明

に提示する。だが作者にとってそれは、ほんの少し意味をず

切っても切り離せないが、この句に向き合うときは作者がそ

石部

らしただけの、日常の一隅に置かれている、見馴れた精神風

潜り込むことになる

景なのだろう。言葉に弾力があり、「が」によって、対象と
山田ゆみ葉

うであるように、読者もまた、首のない人間になって炬燵に

眉間から魔物を払うひとつまみ

作者の関係を独自なものにしている。

を誂え、来るべき社会に溶け込む用意をする。そして瑞々し

春ともなれば、一生の職業にありついた若者たちはスーツ

重森恒雄

それは表れるものだが、この句に現れるさりげなさは、作者

い季節を謳歌するものだが、作者はそれに独特のフイルター

晩春の暗いスーツを誂える

の生に向きあう態度の反映されたもの。「ひとつまみ」に内

与えられた生をどう自分の生とするか、それぞれの態度に

実するものの深さを封じ込めて、あくまでもいさぎよい。

をかけて、「晩春」という、ややくすんだ色調に沈んでゆく

季節に変換してしまう。それは若者たちも、そして作者も、

澤田勝冬

「豆入りのドライカレー」が解るようでよく解らないが、

社会にからめ取られた囚人として「暗いスーツを誂える」こ

豆入りのドライカレーや乱打戦

もしそれが解ったとしても、それでこの句が読めたというこ
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との暗黙の示唆なのかも知れないが、現代の不安はいたると

若くはないが老いてはいない。四十歳という微妙な年齢の

感慨はわからぬでもないが、「まだ手放せぬ」のが「泡だて

医者は、たっぷりと薬を塗って、煩い患者に悲鳴をあげさ

な対立の構図ができあがる。そして、やや優位な位置を保つ

水虫の患者と、薬を塗る医者は、水虫の足を真ん中に奇妙

読者も通常の意味にこだわらず、言葉の自立的で自由な運動

自己認識を目的とする言葉としての「泡だて器」であれば、

り、概念的な意味を伝達するための手立てではなく、むしろ

だわりであろう。作品における言葉は、単に論理的であった

でもかまわないと思うのだが、そうはいかないのが作者のこ

器」だというのだからややこしい。スプーンでもフライパン

せ、黙らせてしまうのである。くだらない、と思わせる滑稽

にしたがって、これを感受しなければならないだろう。

重森恒雄

でナンセンスな一句だが、川柳にいま一番欠けているのは、

水虫の薬を塗って黙らせる

ころに顔をだすものだ。

この滑稽でナンセンスな可笑しさではないか。
未曽有の列車事故は、一瞬のうちに空前の死傷者を出した

捉えた「風船」である。一句読みくだして論理的な説得力は

の句は「冤罪が深まりぬ」と悲観、もしくは否定的な視点で

風船に託す開放感や、向日性の句はめずらしくないが、こ

前田芙巳代

が、その惨状のテレビ画面を凝視しながら、私たちは何をす

認め難いが、「風船を放つ」こと自体が、冤罪が深まること

風船を放つ冤罪が深まりぬ

ることもできなかった。しかし、新聞の責任追及も、犠牲者

へのおののきを示している。

中川一

とその家族をヒューマンに映し出すテレビも、何か真実を見

朝に圧死 吊り広告の経営論

失ったままの堂堂巡りに時間を費やしているように思えて仕

いが、「梔子」が「口無し」に通じることに気がついたとこ

「体内に」「梔子の花植えておく」ことにさして驚きはな

柴田夕起子

ほど真実からは遠くなる不安を感じたのは私だけだろうか。

ろから、にわかに気になる一句になった。「体内に」、つま

体内に梔子の花植えておく

残念ながら川柳はその悲惨を封じ込めるにはあまりにも脆弱

り思考が具体的な形で内部に向ったとき、現実からの離脱を

方がなかった。書けば書くほど、テレビカメラを回せば回す

すぎる形式だと思っていたが、この一句は、人間の持ってい

ひきおこすものだが、「羞恥」「負目」を抱えて、現実に背

を向けて体内に植える花は、やはり「口無し」しかないだろ

る生（吊り広告の経営論）と死の二つの極を捉えることによ
柴崎昭雄

って、鋭く真実に肉薄している。
四十歳まだ手放せぬ泡だて器
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う。
ぺんぺん草の芽が包帯の隙間から

東おさむ

「包帯の隙間から」の作意は気になるが、上手さでは上位

こぼれ落ちた一句と読んだのだが、すでに「流れてゆく」生

平板な折り返し点ばらを挿す

さ

中島未知世

の限界を見抜いているような醒めた意識が感じられる。

感傷的だが「薔薇を挿す」は単なる美意識ではなく、半生の

解りやすく言えば「折り返し点」はマラソンの真ん中あた

斎藤幸男

りのそれをイメージすればいいのだが、人生の喩として、あ

自負と受け取っておきたい。

植田眞佐美

の作品にひけをとらない。それは長年の修練の賜物で、読み

小野善江

トンネルの音と散る気まずい話

手に不自然を感じさせない巧みさでもある。さらに作品の背

瀬川瑞紀

淋しくは無いぼろぼろの辞書がある

るいは、自らの内部を潜り抜ける途中の喩として、「折り返

三日月は人盗む月 盗まれる

畑佳余子

し点」に一つの意味を見つけようとしているのだろう。やや

仏壇の奥から戻らない谺

前田ひろえ

景に、書かざるを得ない必然が加われば、それが一句の厚み

国会中継紙に包んで棚に置く

になる。

日の丸に包んで差し出す きな臭い

なるはずだし、「仏壇の奥から」はもう出尽くした感のある

念の昂ぶりは、もう一歩対象に踏み込むことで固有の世界に

ってしまうのだが、それは、規範をなぞり、自己肯定に閉じ

まうか。しかし、やはり解っていることを書いているなと思

しくはない」「喪中の家」などを、どう自分のものにしてし

それぞれの視点は申し分ないのだが、「気まずい話」「淋

井上早苗

瑞紀句も、「戻らない谺」を悲しみの象徴とすることで無難

篭っているということではなく、自分の世界をまさぐる意識

白い花ばかり咲いてる喪中の家

に完結してしまったのが惜しまれる。佳余子句の「紙に包ん

それぞれの視点の違いを個性とするかどうか。善江句の情

で」はユニークだがやや浅い。ひろえ句の「きな臭い」に批

川路泰山

は作品の遠くに見えている。

老魄の亀で食い散らして歩く

評はあるのだが、出さなくてもいい答を出されてしまったも
どかしさが残る。

矢吹雅男

作者の日常の風姿を自虐的な喩とする「老魄の亀」であろ

うか。タフで貪欲な亀であればいい。

みとせりつ子

愛の視点というよりも、「一匹の魚」に託した心境の吐露

二つ程新しい窓があります

何に焦がれて一匹の魚流れてゆく

か。生の焦燥とむなしさ、あるいは暗い心的状況の隙間から
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何かが始まる「新しい窓」であろうか。少なくともこの窓

スパークする様子を詩の地平へ打ち立てることが出来れば、

それで十分なのではないか。ただ言葉には固有の意味があ

「坂いくつ越えたら見えるエピローグ」は、作品になる以前

て、一句を得た方法を語ることが、この句を読んだというこ

言葉で言い換えるのも困難で、結局は自由な想像力によっ

たことにはならないのだが、ここに書かれていることを別の

り、風や匂いのように、抽象的イメージだけで読みが完了し

に硬直してしまったが、「後ろ手に縛られている鈍い音」

とになるだろう。

竹本妙子

「耐えている岐れ道にも泥パック」などに、対象を絞りこめ

冗談が過ぎてスパイス盗まれる

から飛び出せば新しい言葉が待っているはず。

ば、さらに進化する予感はある。

筈だが、人間の日常的習慣性の中では危険な異物でしかな

人里に現れる熊は決して人を襲うことが目的ではなかった

連れなさの紐の片端ぶらぶらぶら

夫作品の中にあって重要な位置にある。

平賀胤壽

金築雨学

として、この作品に現れて抒情するエロス、官能性もまた隆

その卑俗性や諧謔をともなう生命力は、他の作品に任せる

渡辺隆夫

い。つまりは、撃ち殺されるべき存在ということになるのだ

湖にピアノを沈め髪洗う

月満ちて姫は白馬を産みにけり

が、それはあくまでも人間の都合であって熊に責任はない。

高橋蘭

松原典子

あの「Ｓ字カーブ」の出会い頭の「熊注意」は、ドライバー

葉ざくらの彩を重ねて口ごもる

熊注意Ｓ字カーブは非日常

にとっては一瞬の「非日常」だが、人里に出てくる飢えた熊

小池正博

にとっては、生死をかけた「非日常」ということになるのだ
応仁の乱も半ばに仮縫いへ

ろう。
この句を読むのに「応仁の乱」の歴史的事実の知識は必要
としない。勿論、知らないより知っているほうが幾らかの読
みの手引きにはなるかも知れないが、もともと小池作品はイ
メージや意味や物語の容器としてあるのではなく、「応仁の
乱」自体が、他の言葉「仮縫いへ」と連動し、二つの言葉が
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ころんでゆく欠片突きささってだるま

掌の中で罵詈の欠片を弄ぶ

職安からニートに付いて来た欠片

天体の欠片に住むも楽でない

この家は欠片ばかりの三角形

再生へ語彙のかけらを放り込む

欠片にされたそれは素晴らしいことだ

抽出しに孤独の欠片入れておく

小井和子

斉藤幸男

山本美枝

岡崎一也

澤田勝冬

桑田好子

島津美智子

馬場涼子

川路泰山

関本久子

自家製コロッケに彦星の欠片

ことばの欠片は阿だったか吽だったか

二の腕に海の欠片を泳がせる

手錠の欠片がささやいている悪

日輪に黒点ひたひた欠ける菩薩の指

道徳の欠片を拾う中折れ帽子

ニンニクの欠片でひとり熱くなる

封筒の中で動いている欠片

わたくしと母の欠片がまだ合わぬ

欠片が滅法気になるリンゴの木

情念劣化ゆらぎ始めた枯山水

少年のかけら今も睫毛に貼りつかせ

散骨や骨片ひとつ懐に

片野智恵子

石田柊馬

飯田良祐

前田芙巳代

松原未湖

吉澤久良

進藤一車

森田栄一

金築雨学

安部海南子

柴田夕起子

植田眞佐美

進藤一車

内田真理子

平賀胤壽

博造

魂のかけらさ迷う無縁墓地

井上早苗

ゆふぐれの

田中

愛情の欠片で繋ぐ対茶碗

襟首にぐさりと月光の欠片

選と評

縄文の欠片つないで鳥になる

木口公遊

わたくしの欠片煮詰めているところ

私の欠片只今遊泳中

ジグソーパズル残して君は出て行った

前田芙巳代

丸山進

畑佳余子

目野昭子

コンビニは欠片で出来ていて寒い

一片じゃ凶器のままで朝がくる

斎戒沐浴して欠片へと戻る

国境が見えて欠片になる身体

他人のまま仄かに透けてくる欠片

佳作

草地豊子

草地豊子

飯田良祐

石田柊馬

河瀬芳子

はわたくしの欠片です
加藤鰹

欠片から不幸だったことが分かる

山田ゆみ葉

ふ

人形の鼻の欠片を持っている

仇討ちの欠片を捜しに行くのです

瀧正治

証拠隠滅

山本忠次郎

口中に残る殻

ジグソーパズルを子に投げつけられる

強がりを認めたくない割れガラス

課題吟「欠片」
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富澤赤黄男の連作「ランプ」に一行の添え書きがある。
一句。

と「少し楽になる」ことに気が付いた。同じ人がいてくれる

当て込まれたと感じつつ、小さい声で「そうですね」と呟く

飯田良祐

本来の俳句ではなく、何気なく添えられた一行に赤黄男の世

ことがうれしい。微妙なところを突かれたか。

斎戒沐浴して欠片へと戻る

界に引きずり込まれた時代を思い出す。そして今、川柳を始

「…潤子よお父さんは小さな支那のランプを拾ったよ…」

める方に「答えをいっちゃあ、お終いだよ」という後遺症を

一片は何処かなどと詮索してはならない。思いの欠片でよい

草地豊子

ではないか。おんなは恐ろしいぞなどと書いてはならないの

一片は凶器のままで朝がくる

ご応募いただいた作品の半分以上が、「そうですね」とか

である。

背負っている。
「なるほどなるほど」をつけると終わってしまうのである。

草地豊子

感受性もここまでくれば、「寒い」と言い切ってもいいと理

コンビニは欠片で出来ていて寒い

全没者を出さない。添削は一字たりともしない。難行苦行の
安部海南子

解する。そしてコンビニはどんな場所でも、国道沿いに空き

封筒の中で動いている欠片

数日でしたが、いい勉強になりました。

地があれば、寒さを武器に住みつくのである。

ど「ものを思わすよ」と書きたくて赤黄男さんを引用させて

つもより多くの方から作品が届いた。俳句も川柳も短いけれ

募集期間中に「バックストロークＩＮ東京」が開催されい

出そうか出すまいか、一度は覚悟して封をしたのに、きっと
金築雨学

投函しても欠片は動き続けることでしょう。
ニンニクの欠片でひとり熱くなる

作者の顔を想像して笑いがこみ上げる。そして、何事もない
吉澤久良

いただいた。この季節、京都郊外は蛍が飛び交い、花菖蒲と

手錠の欠片がささやいている悪

のが見えて淋しい。

紫陽花が目を楽しませてくれる。

田中博造

手錠をされた方の欠片ではない。「手錠の欠片」は罪悪感に

わたしも欠片 金平糖で仲直り

満ちていても大声は出せない。
今回「欠片」を課題と決めたのは「所詮誰もが欠片だよ」
という持論からであった、その思いに真正面から挑んできた

（詳細はP75）

次号課題は「座」松本仁選です。
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ことばの波間
闇が怖かった。

子供の頃のこんな経験の所以だとも思わないが、今でも暗

て今にも手足を這い上がって来るような気がした。

は当時から空っぽで、子供の頃はお仕置の道具であった。兄

米が収納できる。そして納屋にあった大きな桶。この甕と桶

甕は収穫した米を保存するもので片方に四俵片方に六俵の玄

よれば、昔は明かるい家はお金が逃げると言われたそうであ

あるらしい。真偽のほどは定かではないが、叔母のはなしに

でも夜中に手洗いに立つのが怖い。だがこの暗さにも理由が

目には殆ど何も見えない。何十年も住み慣れた家なのに、今

しかし我家は暗い。外から帰った時など明かるさに馴れた

いのが苦手である。

弟げんかをしたり、言うことを聞かなかったりすると父親に

今もそうだが、土間に二つの大甕が座っている。元々この

放り込まれた。泣き叫ぶと木の蓋を乗せられた。あの真っ暗

そうに思えてくる。しかし我家に限っては先

元々採光のための窓が少ない上に、外か

祖の目論見も功を奏しなかったようである。

て、雨戸閉めの気分にはなれない。ぐずぐずしているとすぐ

かつて谷崎潤一郎は「陰翳礼賛」の中で、何もかも明かるい

の 部 屋 に も 隅 々にはぼんやりとした暗がりが溜まっている。

暗がり

らの光は、土間や障子や襖、黒々とした天

に日が落ちて、庭も座敷も真っ暗になる。今にもおバケが出

上にも明かるくという時代の風潮を嘆き、障子や書院窓を通

松永 千秋

る。なるほど大判小判、いや銭というのはいかにも暗闇が好き

これもまた子供の頃のことだが、座敷の雨戸

闇のカメもオケも本当に怖かった。
を閉めるのは私たちの仕事であった。兄弟順々
にその仕事が回ってくる。精いっぱい遊んだあ

そうだし、第一戸袋の中に手を入れるのが怖い、ニョキッと

して差し込む光や木漏れ日の織りなす陰翳の美しさに言及し

井や柱に少しずつ明かるさを奪われて、ど

大きな手が出てきて引っぱられそうでドキドキする。度々泣

との夕暮れはまだ全身に遊びの余韻が残ってい

きながら雨戸を閉めたものだが、泣くほどのことなら、さっ

手洗いと風呂場が異様に明かるい、というのも何だか泣けて

ひたすら明るさに憧れている我家では、数年前に改造した

ている。それは私も同感ではあるが。

昔々の思い出が闇につながる。

くる。

さとやってしまえばいい、と叱られた。
甕の中には大嫌いな蜘蛛や蛙やみみずがうようよ蠢いてい
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真夜中にまた壁紙を張り替える

(雲の写真）

古俣麻子

大橋一弘

写真家

in 東京

2005年5月21日（土）
はあといん乃木坂

第一部 シンポジウム「軽薄」
事前投句「軽薄」（イメージ吟）
第二部 川柳大会
兼題「箱」「斜め」「粒」
薫風好日。東京に集ってくださったみなさん。ありがとうございました。
中島未知世 横山真二郎
佐藤榮市
浅沼璞
長岡裕一郎 吉澤久良
佐藤幸子
天谷由紀子
吉田健治
早瀬恵子
佐藤みさ子
赤松ますみ
吉田久美子
畑美樹
佐藤画子
飯田良祐
樋口由紀子 渡部伸一郎
佐藤美文
板野美子
渡辺隆夫
広瀬ちえみ
酒井暁美
池田澄子
彦坂美喜子
堺利彦
櫟田礼文
島田牙城(邑書林)
普川素床
酒巻英一郎
石田柊馬
雨宮朋子(新葉館出版)
藤原和美
白藤海
石部明
窪田尚(鳥影社)
堀本吟
滋野さち
石川重尾
日大生
本多洋子
清水かおり
一戸涼子
丸山進
鈴木敬一
いとう岬
牧冬流
鈴木純一
泉紅実
前田芙巳代
墨作二郎
内田真理子
松井文子
高田銀次
大友逸星
松本仁
髙田光木
大井恒行
松永千秋
竹下勲二朗
岡部愛子
前田一石
竹内ヤス子
大塚ただし
前田ひろえ
瀧正治
川路泰山
森田栄一
田中博造
鹿又英一
山田迷泡
田中峰代
加藤久子
八嶋栄助
筑紫磐井
加藤鰹
山田ゆみ葉
津田暹
木口公遊
山本忠次郎
中山美樹
忽那ミツ子
山口流木
久保田半蔵門 浪越靖政
山本洵一
中西ひろ美
古俣麻子
矢島玖美子
野口裕
駒木根ギイ
（五十音順・敬称略）
横澤あや子
野中いち子
小池正博
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参集ありがとうございました。

は、北村泰章さんに印刷等を御願いし、句箋箱の寄贈までし

今回は、シンポジウムのテーマに合わせてイメージ吟を事

ていただいた。

泊予定者等も一緒に希望を寄せてもらったので、ある程度の

め、出席予定者数のおおまかな把握と、懇親会の参加者、宿

東京

次回のバックストロークの大会を東京でやろうと決めたの

予定が立って準備がやりやすかった。ただ、会場のホテルの

バックストローク

前投句してもらい、それを当日、出席者全員で互選し、参加

は、確か、高知の「木馬」の記念大会の懇親会の席上ではな

部屋数が少なかったために、十数名の方に近くのホテルへ回

型の形式をいささか取り入れることにした。また、あらかじ

かったかと思う。そのとき東京から参加していた吉田久美子

璞さんに依頼。直ちにご快諾いただき感謝している。また、

まり、パネリストも当初の構想どおり中西ひろ美さんと浅沼

グラムとなった次第。シンポジウムのテーマはすんなりと決

は企画物を取り入れようということで、あのような大会プロ

ず、会場を押さえ、会場のホテルで打ち合わせの結果、一つ

備に取り掛かったのは、一年以上も前のことであった。ま

さんと津田暹さんの同人四人で企画運営メンバーを組み、準

早速販売。そして、同人各位もあれこれと手伝ってくれて、

の「渡辺隆夫集」と「樋口由紀子集」が発刊され、会場にて

ちらに座ってもらう盛況ぶり。ちょうど、セレクション柳人

前には既に会場が一杯。後方に補助椅子を出して、同人はそ

「豈」の皆さんも十名ほど参加していただき、開会の一時間

関東圏の埼玉、神奈川、千葉、東京の皆さん。加えて、俳誌

京都、岡山、宮城、兵庫、静岡、長野、奈良、そして地元の

県名を掲げると、福井、愛知、北海道、青森、高知、大阪、

ぎには、早くも遠来の参会者が続々と到着。思いつくままに

そして、いよいよ当日となり、まずまずの天気。朝十時過

ってもらい、ご迷惑をお掛けした。

大会当日の、実行運営スタッフも、前述の五名のほかに、丸

なんとか落ち着くことが出来た。

午後二時、予定通り開会。総合司会は津田暹さん。まず、

山進、いとう岬、古俣麻子、瀧正治、白藤海、竹内ヤス子、
を得、カメラマンは、松本仁さんに御願いした。なお、句箋

山本忠次郎、浪越靖政の皆さんにご協力いただくことで了承

帰京後、渡辺隆夫さんに電話して協力を取り付け、畑美樹

違いないだろう。

さんに、東京大会のお手伝いを御願いした記憶があるから間

in
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の発言は、まとまりがあって予想以上の出来。その後、出席

ウム。コーディネーターの軽薄さが目立ったが、パネリスト

発行人石部明さんが開会の挨拶。続いて、第一部のシンポジ

中締めを行い、午後七時十分に閉会となる。

も御登壇願う。話しも尽きない中、浪越靖政さんの音頭にて

蔵門さん、大友逸星さん、前田一石さん、いとう岬さんらに

井さんにスピーチを御願い。続いて、牧冬流さん、久保田半

一さん、普川素床さん、佐藤榮市さん、鹿又英一さん、彦坂

とシンポジウムへのご意見を発表してもらうことに。森田栄

新宿の「サムライ」へと繰り出し、また一部の人は、近くの

と引き上げたはずが、まだまだ熱気が覚めやらず、一部は、

三十五名。約二時間の歓談。そこから、それぞれの宿泊先へ

にて、二次会を開く。当日宿泊者も大勢参加し、集うもの約

その後、午後七時三十分から会場ホテルの一階レストラン

者全員による事前投句の互選の結果を丸山進さんから発表。

美喜子さん等から貴重なご意見。最後に、堀本吟さんに第一

続いて、会場の参加者の皆さんから、事前投句の互選の結果

部の感想とまとめの総括を御願いして、午後三時五十分に無

喫茶店へと流れ、いつまでも東京での出会いを楽しんでい

回は、どうも、仙台でやろうというような話しになっている

食。どこでどのように決まったのか定かではないのだが、次

た。

脇(取 は)、古俣麻子さんと吉田久美子さんが担当。今回は、
同一課題による二人選という趣向。参加者の佳句に酔い痴れ

ようで、杜の都での再会を約して散会となった。

第二部の句会は、予定通り午後四時五分から開始。文台

事終了した。

ながら、あっという間に課題の六題の披講も終了。閉会の挨

なお、翌日は、一部のメンバー約二十名程で、上野にて会

拶を樋口由紀子さんが行って、第一部、第二部を予定通り終

の懇親会を開催。出席者は、実に、参会者の九十五％の方々

引き続き、午後五時二十分から会場を二階に移して第三部

なりとも皆さんの顰蹙を買うことができたならば、まさに文

と題して対談しているが、もし仮に、今回の会が、いささか

の高橋源一郎さんと山田詠美さんが、「『顰蹙』こそ文学」

ところで、文芸総合誌「群像」二○○五年一月号で、作家

が残ってくれて大盛会。句会の余韻が尾を引き、溢れる熱気

学的な会ではなかったかと思うのだが………。 利(彦記 )

了。

に圧倒される。開会の冒頭に大井恒行さんからお祝いの言葉
を頂戴し、乾杯の音頭は、墨作二郎さんに御願いする。久々
にお会いした懐かしい顔ぶれに話しも弾む。途中で、筑紫磐
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菓子箱の天が高くて眠れない
本多洋子
竹内ヤス子
中山美樹
野中いち子
森田栄一
竹下勲二朗
横澤あや子
一戸涼子
田中峰代
久保田半蔵門
横澤あや子
吉田久美子
普川素床
白藤海
前田ひろえ
加藤久子
赤松ますみ
擽田礼文
野口裕
墨作二郎

吉澤久良

︻箱︼松永千秋選
運んで潰すか潰して運ぶかダンボール
跳箱を飛んで戻らぬピノッキオ
ふたつめの箱なの美男葛なの
Ｋ点を越えてびっくり箱踊る
標本箱には夭折詩人のような蝶
たてがみと飛行機雲を仕舞う箱
ま新しい箱になったら要注意
途中から気づく空箱だったこと
夕月や 亡母の箱から水の音
箱一杯詰め込むだらしないネクタイ
誰よりも逃げ足早い飼育箱
おもちゃ箱家より大きい箱になる
生きるとは箱の中から箱を出す
まあようこそ 家ってゆーか箱ですが
夕焼けを詰めると箱は毀れだす
曇天の何かが育つ玩具箱
空き箱の中たしかめてから眠る
たったひとつの箱になってしまったね
クレオパトラの鼻と箱入りボールペン
石棺の蓋をずらせばむつごろう

どうにでもして空っぽの箱だから

柩にはポットとカップラーメンと
一人居の救急箱を封印す
下駄箱になれず焼酎壜になる
靴箱の靴が小さい咳をする
お葬式ごっこもしたな りんご箱
合衆国の箱でおそばが伸びている
骨拾う箱を聖者の貌で持つ
翌朝は木箱に入れて運ばれる
居心地がよくて箱から出られない
箱の蓋持たされたまま動けない
潰されるために生まれる化粧箱
箱の中の箱ににやりと笑われる
箱になるために畳んでおく手足
準特 円形の箱に家族を梱包する
準特 ひとつずつ忘れて箱は水に浮く
特選 ピンポンを鳴らして箱がやってくる
軸

浪越靖政
八嶋栄助
大友逸星
竹下勲二朗
丸山進
天谷由紀子
瀧正治
樋口由紀子
山本洵一
樋口由紀子
津田暹
石田柊馬
石部明
彦坂美喜子
天谷由紀子
畑美樹

松永千秋
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石棺の蓋をずらせばむつごろう
田中博造
松永千秋
竹下勲二朗
石川重尾
矢島玖美子
畑美樹
泉紅実
内田真理子
牧冬流
前田一石
古俣麻子
横山真二郎
一戸涼子
佐藤みさ子
久保田半蔵門
津田暹
横澤あや子
駒木根ギイ
川路泰三
天谷由紀子

墨作二郎

︻箱︼白藤海選
檻の河馬 箱はまっすぐ錆びて行く
箱は窮屈山椒魚は思索中
たてがみと飛行機雲を仕舞う箱
つぶれた箱の運転席を抜ける風
渾心の力を込めて潰す箱
ピンポンを鳴らして箱がやってくる
この箱の中ぎっしり関西弁
置き去りの言葉ころんと段ボール
箱解体されるいさぎよい朝だ
ダンボールの大きさ計っているのです
連れ合いに渡す大きなダンボール
週末にさえ箱の居心地
途中から気づく空箱だったこと
コンクリート打ちっぱなしの箱ぐずぐず
箱一杯詰め込むだらしないネクタイ
潰されるために生まれる化粧箱
ま新しい箱になったら要注意
八月の蓋あくまでは白兎
雑音の最後に箱が置いてある
ひとつずつ忘れて箱は水に浮く

水槽の水漏れ口笛で止める

箱の蓋持たされたまま動けない
青年憤死やら頓死やら箱が降る
箱庭の隅に貧乏神おわす
男のつづらに盗まれた唇
米国製の箱型地球
伸縮自在の箱に富士山を入れる
箱になるために畳んでおく手足
箱の中の箱の中の箱の朝
しめっぽい箱を持ちよるようにして
曇天の何かが育つ玩具箱
どうにでもして空っぽの箱だから
にんにく雷鳴 箱をあけるな
標本箱には夭折詩人のような蝶
はしり梅雨箱の増殖喉元まで
準特 にばんめの箱でぽやぽやしています
とらいじん
準特 跳箱の空 青蝉と渡来人
特選 橋乾き無数の鳥が箱ほどく
軸

樋口由紀子
鹿又英一
加藤鰹
板野美子
横山真二郎
赤松ますみ
石部明
佐藤画子
畑美樹
加藤久子
松永千秋
中西ひろ美
森田栄一
加藤久子
中山美樹
墨作二郎
吉澤久良

白藤海
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︻斜め︼飯田良祐選

傾いた台座にのぼる佛たち
小首かしげて老犬は愛される
日常を黒く斜めに塗り潰す
はみださぬように脳みそ斜めにす
恥ずかしい鱗が斜めに生えてくる
アメリカの斜めになっている眺め
首をかしげて戦車をやり過ごす
串カツの串を斜めに九条置く
傾斜地のことばを姉に言い聞かす
とかげの尾消えて日時計傾斜する
夜の底へつながっているすべり台
スピードを斜めに出している金魚
チャップリンになったら楽になる斜め

斜めから少女の帽子飛んでくる
あやめ
やまめ
業平忌 菖蒲 山女も斜めから
斜めを考えている胡瓜達

駒木根ギイ
中西ひろ美
内田真理子
石部明

松本仁
竹内ヤス子
加藤久子
佐藤画子
清水かおり
島田牙城
石川重尾
小池正博
横澤あや子
墨作二郎
広瀬ちえみ
久保田半蔵門
久保田半蔵門

吉澤久良
樋口由紀子
本多洋子
田中博造

一族が斜めの背骨を舐めにくる

父はすに切れば土砂降りの明るさ
初夏斜光ワタクシだった一瞬
ゆくりなくも斜めの線とすれ違う
ななめになっているのは父か酢昆布か

斜め右に木耳ラーメン鉢は淫靡

きくらげ

飯田良祐

なまなかなななめとなめらかなななめ 白藤海
はすかいに座ると臭う目玉焼
滋野さち
フランスパンは乳房を斜め切り
渡辺隆夫
ピサの斜塔ナデナデされて崩れそう
加藤鰹
どんぐりコロコロ平和もコロコロ
津田暹
老人と子どもとシーソーが止まる
藤原和美
発つ鳥も間男も欽ちゃん走り
高田銀次
自転車のサドルまっすぐになれぬ
擽田礼文
通販が届く部屋中の傾斜
板野美子
斜め向かいに座る食堂の夫婦
一戸涼子
噴水のなんときもちのよい斜め
白藤海
白猫が夏を斜めにやってくる
佐藤画子
名人は斜めのモグラから叩く
丸山進
はらわたと午後の日差しはみじん切り 石田柊馬
ナイフです きげんななめでいるとです大塚ただし
準特 野良犬が五匹斜めに乳を吸う
竹下勲二朗
準特 斜め後方から至急連絡乞う
高田銀次
特選 たのまれて少し斜めに立っている
樋口由紀子
軸
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名水の斜めの味を飲んでいる
松井文子
島田牙城
鈴木敬一
松永千秋
浪越靖政
久保田半蔵門
擽田礼文
山本忠次郎
畑美樹
天谷由紀子
本多洋子
泉紅実
浅沼璞
天谷由紀子
山田迷泡
赤松ますみ
擽田礼文
墨作二郎
山田ゆみ葉
樋口由紀子

赤松ますみ

︻斜め︼佐藤みさ子選
平積みの日本語斜め読みにする
アメリカの斜めになっている眺め
心臓を斜めに突いてくる言葉
斜めだったころのあなたが好きだった
一人ずつ斜線を引いて春の雪
チャップリンになったら楽になる斜め
群衆の斜めに生えている背骨
斜面では口を噤んでいた亀裂
国家論夕日は斜めうしろから
斜めから鶴彬の視線
柔らかいことばで山は傾斜する
帰って来いとは言わない美しい棚田
絶壁で斜にかまへたる指揮者かな
斜めに立っている多目的ホール
スロープをくだる森の調律師
斜交いの棒がまともなことを言う
自転車のサドルまっすぐになれぬ
神将の怒り哀しみ寄りかかる
ぐずついた鼻を斜めに立てかける
たのまれて少し斜めに立っている

斜め下からの怒号に耐えなさい

白猫が夏を斜めにやってくる
メール交換斜めの地平線
夜の底へつながっているすべり台
日常を黒く斜めに塗り潰す
斜め横断今も健在ですか
木漏れ日や加齢ななめにやってくる
壁ぎわにもたれて死亡診断書
首をかしげて戦車をやり過ごす
通販が届く部屋中の傾斜
初夏斜光ワタクシだった
なまなかなななめとなめらかなななめ
三日後にみると海面は斜め
こぼ
斜線から零れ続ける楽団員
一本の斜めが落ちているあなた
準特 傾いたまま臨界を越えていく
準特 上昇下降の斜めその先
特選 老人と子どもとシーソーが止まる
軸

佐藤画子
加藤久子
広瀬ちえみ
加藤久子
前田ひろえ
田中峰代
竹下勲二朗
石川重尾
板野美子
中西ひろ美
白藤海
前田一石
吉澤久良
畑美樹
浪越靖政
中西ひろ美
藤原和美

佐藤みさ子
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したたりや大台にのる死者の数
佐藤榮市
八嶋栄助
野中いち子
泉紅実
島田牙城
森田栄一
渡部伸一郎
清水かおり
吉田久美子
岡部愛子
清水かおり
佐藤みさ子
内田真理子
藤原和美
吉澤久良
田中博造
佐藤幸子
大友逸星
松本仁
久保田半蔵門

鈴木純一

︻粒︼山本忠次郎選
鉄橋に飯粒ふたつつけました
粒揃いの中に精神科医がいる
磨きつづけたひと粒 寺に流れつく
憎しみは粒状 排泄されぬまま
ぼくよりも背の低い米粒を立て
天目茶碗の粒々は青い幻想だ
粒選りといわれ所詮は粒である
訣れると水銀粒はゆるく落ち
一粒の麦の和音が谺する
ドットでは描けぬ過去の水がある
鼻先で同化する雨粒とらくがき
イラクつぶつぶ向き合うことのむずかしさ
聞き分けてしずかに積もる水の砂
ダイヤモンドは働いたことがない
つぶつぶ１号つぶつぶ２号と消去法
乳房の上にほくろがあってそれっきり
夫唱婦随の納豆をかきまぜる
いい粒は豆腐になった昼の月
一粒の米大海へ出ています
一粒の米が昭和を主張する

魂の明るい列 卵の杳い列

山本忠次郎

粒胡椒割れてあの世が匂い出す
山本洵一
金平糖の角やわらかくなる五月
内田真理子
素粒子が魚の言葉を聞き分ける
小池正博
ひとつぶの星 ひとつぶの男たち
畑美樹
めし粒をぽろぽろ昔哲学者
松井文子
粒にするときは演劇的である
石田柊馬
くちびるにあなたの微粒子が残る
加藤鰹
いけにえに一番光る粒あげる
竹内ヤス子
５分間待って下さい粒になります
畑美樹
粒状の嫉妬がほんとうは怖い
丸山進
誤飲した粒の進化がとまらない
中島未知世
粒状星雲 笑っている いや怒っている 普川素床
泣く人も戦う人も粒子です
矢島玖美子
一粒の死者になること諦めず
石部明
準特 袋小路で乾いてしまうごはん粒
加藤久子
準特 粒でできているかなしみの圏内
中西ひろ美
特選 縄文の村 仁丹を口にする
墨作二郎
軸

56

つぶ粒を匿すつぶ粒ツブの中
酒井暁美
加藤久子
内田真理子
彦坂美喜子
山本忠次郎
赤松ますみ
渡辺隆夫
前田一石
石川重尾
大友逸星
山田迷泡
泉紅実
樋口由紀子
山本忠次郎
加藤久子
擽田礼文
吉澤久良
天谷由紀子
長岡裕一郎
石田柊馬

松永千秋

︻粒︼石部明選
侍も桜も粒々になった
老いた廊下のちぐはぐな音の粒
金平糖の角やわらかくなる五月
発泡スチロールの粒々が「私」から離れない
重なっていても思想の違う種
物申すたびに粒あんがひっかかる
一粒種はひと雫から
鳥獣戯画のうさぎもカエルも粒々に
メシ粒と胃の腑いくさが終らない
いぼ
三太郎の疣ころころと正露丸
宝石を袋に詰めて詩人の徘徊
テレビだからと黒光りするキャビア
粒となり喉通過する閻魔たち
そら
一粒ずつ笑って出て来る蚕豆
袋小路で乾いてしまうごはん粒
でっぱったところに一粒ずつ植える
つぶつぶ１号つぶつぶ２号と消去法
切口にまだツブツブが残る
飯粒で直せしヴィトンの鞄かな
粒々とぶつぶつ蔑みあっている

一粒が松尾芭蕉の名を騙る

丸山進
津田暹
高田銀次
畑美樹
田中博造
吉澤久良
滋野さち
擽田礼文
竹下勲二朗
山本洵一
清水かおり
滋野さち
墨作二郎
樋口由紀子
竹内ヤス子
石田柊馬
高田銀次

石部明

粒餡が潰れ社長が謝罪する
一粒の葡萄を神が奪い合う
葡萄切り払い天安門を指す
５分間待って下さい粒になります
山椒の粒はお爺さんの遺言
つぶつぶをつぶす木槌を買いに行く
ぜんざいの小豆をさぐる軍用機
恥ずかしい部分にあたる雨の粒
夕方は動物園に帰る粒
粒胡椒割れてあの世が匂い出す
鼻先で同化する雨粒とらくがき
父は満州で 仁丹はまだ五粒
縄文の村 仁丹を口にする
五月闇どこに置こうか青い粒
準特 いけにえに一番光る粒あげる
準特 粒にするときは演劇的である
特選 米粒に貼りつき母はかまいたち
軸

57

in 東京
バックストローク
Backstroke in tokyo
in 東京
バックストローク
Backstroke in tokyo

東京
in
バックストローク

浅沼璞（連句）
パネラー

堺利彦
コーディネーター

in 東京
バックストローク
Backstroke in tokyo
in 東京
バックストローク
Backstroke in tokyo

シンポジウム『軽薄について』

中西ひろ美（俳句）
渡辺隆夫（川柳）
畑美樹（川柳）

〈堺〉 「バックストローク」発刊のコンセプトをひとこと

で言い表しますと、「形式を揺るがす」ということで、これ

は、既成の川柳に対するチャレンジ精神でもあるわけです

が、ある意味では、固定化した柳界に対して、常に問題意識

そこで、前回の「バックストロークｉｎきょうと」におい

を発信してゆきたいという願いでもあります。

て「川柳にあらわれる悪意について」というテーマを取り上

げ、多方面からアプローチしてみました。今回の、「バック

ストロークｉｎ東京」におきましても、それの延長線上で、

こんどは「軽薄」について取り上げ、ある意味では、近代川

柳によって幅が狭められたもの、つまり、それまであった言

葉の豊かさが貧しくなってしまったのではないかという問題

意識の基で、現在の柳界がまったく取り上げないテーマをあ

えて選択し、俎上に上げてみたいと思ったしだいです。

最初に、渡辺隆夫さんから「基調報告」をしていただき、

その問題提起にしたがって、各パネリストの皆さんから順次

ご意見を発表してもらうことにしたいと思います。なお、皆

さんのお手元には、参考例句の一覧をレジュメとしてお配り

では、渡辺隆夫さん、お願いします。

してありますので……。
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□ 問題提起としての「軽薄」 〔基調報告〕

柳の主要なテーマから外されている。これは問題。時代風潮

を川柳が取り込まない、取り込めない、というような柳人

ます。江戸時代の文芸は、まことに「軽薄」の宝庫でありま

では、具体的な例句を取り上げながら考えてみようと思い

は、毎日何をやっているのか、と自分を棚に上げて、嘆いて

の「悪意」の対句として、お江戸の「軽薄」が連想されたと

した。川柳などと柄井川柳の名前をつけてジャンル化された

おるところでございます。

思いますが、大変いい組み合わせだと思っています。バック

〈渡辺〉 前回京都の大会では「悪意」がテーマでしたけれ

ストロークが「軽薄」を取り上げただけで、本日の目的の半

んですけれども、あの時に、軽句 軽(い句 と)か薄句 薄(い句 )
になっていたほうがよかったのかもしれません。川柳は川柳

ども、「悪意」とはいかにも京都らしいテーマで、その京都

分ぐらいは達成しているということですが、残る半分は、こ

ば女性的であったわけですね。一方、「軽薄」は、外側に向

いかにも京都らしいというか、もっと表現をやわらかくすれ

います 笑( 。)「悪意」というのは、人の心の内側に向かって
深く静かに潜行していくというイメージがあります。それが

に振舞うことは何もないんです。

他人の不幸によって自分も不幸

おもしろいにきまっています。

死に方だって賑やかなほうが

屋根から落ちて賑やかに死ぬ

武玉川・十八篇

なりの味のあるジャンル名ではありますけれども―。

かっているエネルギーといいますか、発散していくベクトル

昔、阪神大震災直後、尼崎で前

こに並んだ軽薄首をじっくり眺めていただければ十分だと思

を持っておりまして、無責任とか無節操とか、無思想とか、

のテーマが「川柳に居場所はあ

田芙巳代さんの出版記念シンポ

るか」でした。なにせ震災直後

とにかく無茶苦茶に無作法そのものが「軽薄」と考えます。

かったらしいのですが、今や日本全国どころか世界中にごく

に僕なんかを呼ぶもんで、本音

ジウムがありましたが、その時

ありふれた現象でありまして、小泉純一郎からジョージ・ブ

を吐いちゃって「他人の不幸ほ

これを男性的と呼んだら、いまどきかなりの男性が逃げ出す

ッシュまで、軽くて薄い人が地球上に溢れております。そん

かもしれませんが…。昔は「軽薄」というのは江戸っ子に多

なことを誰もが知っておりながら、この「軽薄」が文学や川
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会場が一瞬シンとなっちゃって、後でひどい顰蹙を買いまし

ど面白いものはない」というようなことを喋ったところが、

うです。どうりで前句も付句も軽薄な匂いがしてきます。

は「匂いこそすれ匂いこそすれ」という七七の前句付けだそ

います。この句について石田柊馬さんに聞いたところ、これ

柳多留・十六篇

梅毒を面白く下品に読みきっておりますね。江戸には性病

すっぱりと直りましたと鼻が落ち

た。だけど、この句のように死ぬ時に賑やかさがあるという
のは本当にうれしいですね。この騒々しいところが川柳の命
だと思います。

名を表すようなエイズ川柳、なんていう特集を厚生労働省な

しているんじゃないかと思います。この際病名を言わずに病

が多かったんです。今でもエイズなんかは東京にかなり潜伏

このそそっかしさ、教養のなさというか、向学心のないと

んかが後援してやればいいんじゃないかな、と思います。

柳多留・十篇

ころ。これがとてもいいです。石碑じゃなくて、句碑だった

この花を折るなだろうと石碑みる

ら、現在でも十分通用する皮肉になります。自分の判断を決

以上のように、江戸時代には軽薄な川柳が氾濫していま

な現代川柳を探すのに大変苦労しました。挙句にとうとう俳

す。軽薄こそが川柳だったんですね。それが今回、「軽薄」

人まで借り出すはめになってしまったんです。どうも現代人

末摘花・初篇

「末摘花」というのは、有名な破礼句集ですが、これはそ

婚礼はおやもむすめも痛いこと

して曲げない。これが「軽薄」のいいところです。

の中でも上品な部類です。親と子の痛いところが違いますけ

高柳重信

は軽薄川柳が苦手なようです。

さを軽薄に開放しているように、私には思えました。

とで作った句ではないかと思います。つまり、時代のむなし

気にはなるし、友人は戦場に駆り出されるといった状況のも

これは、重信の昭和十八・九年頃の作です。自分は胸の病

秋さびしああこりゃこりゃとうたへども

れども、あの頃は処女結婚が多かったんだなあと。つい最近
までそうだったんですけれども…。反対に親のほうだって、

柳多留・二篇

大枚をはたいて娘を嫁がせているわけです。ですから、めで
たさも中位に痛いんですね。
船中の小便巧者二人立ち

これはとてもバランス感覚のいい作品ですね。船上安全の

北野岸柳

これは、柳人の北野岸柳さん。彼本来の作品というと、例

犯した少女の靴ぺったんこぺったんこ

予定調和だとかいって嫌われるんですけれども、川柳から屁

えば「小ぬか雨やにわに踊り出す兵士」などといった骨のあ

道理にかなっています。最近理屈にかなう川柳が、たとえば
理屈がなくなったらもうそれこそ寝言うわごとになってしま
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る句が有名なんですね。その彼にして、こういう軽薄な句を

は、油断をしたらすぐにまじめになってしまうんです。

『わだち』の人ですが、静岡は有名な『東海道中膝栗毛』を

これはとても健康優良な軽薄です。山田迷泡さんは静岡の

山田迷泡

り加害者として、犯された少女が靴をひきずりながら去って

書いた十返舎一九のふるさとです。膝栗毛の初版本はちょう

退屈だったらおかまになろう

行く姿。まるで罪悪感を軽薄に転化したような、そういう書

作ったわけです。犯された少女ではなくて犯した少女。つま

き方をしています。重信の句も岸柳の句も、何が軽薄かとい

ど今から二百年ぐらい前ですが、これほど軽薄な文章という

なもんで、その反動でクソ面白くもない川柳を書いてしまう

で、見事に謳歌していますね。我々柳人は、日常が結構軽薄

るんじゃないかと思います。自分自身を軽薄に落としこん

珍しいなあと思いながら、彼はたぶん、そんな落差で生きて

ど、日常と文学世界との落差が大きいんですね。こんな人は

ンです。この男がどうしてこんな作品を書くのか、というほ

るかぎりの江里は、句会でもどこでも、とてもジェントルマ

これは、江里昭彦の処女句集に集録されています。私の知

は、今の日本橋、人形町あたりでし

く連動しております。葭町というの

泡さんの「おかまになろう」とうま

え」と言うわけですね。これは、迷

町へ行ってみや、そんなこっちゃね

い。「釜を抜いて二朱では安い。葭

直後、道中でやじさんがきたさんに向かって言う言葉が面白

宿の亭主に銀二朱を払ってやっと解放されるという―。その

衛門風呂の底を抜いた話がよく引用されますが、抜いた後、

だと思っています。有名な一場面、例えば小田原の宿で五右

のは、先にも後にもないんじゃないか。僕は非常に面白い本

んですね。日常をもっとまじめに生きてくれると、いい軽薄

江里昭彦

作品ができるんじゃないかなあと、私は思っております。

ょうか。当時の男色料金の相場とい

二枚舌だから どこでも舐めてあげる

うと、リズムがとても軽薄なんです。

石田柊馬

あらんかぎりの軽薄を放出して、やっぱり軽薄に落としきれ

石田柊馬も、江里に負けず劣らずクソまじめ。その柊馬が

底を抜く倍ぐらいの料金だったわけ

分だったそうです。だから、風呂の

うのは、銀二朱の二倍、つまり金一

カネ出せよあんたのネクタイむかつくぜ

ないなあという自分へのいらだちのようなものが見える句で

ですね。これぐらいすらっと健康に

す。ですから、軽薄は努力しなければ獲得できません。人間
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うのは、本来汚いんじゃないかと思います。下品なんです

なんですが、あれは汚いから嫌、というわけです。軽薄とい

います。田辺聖子ですら、彼女は川柳に非常に理解がある人

それを果たして言葉どおり受け取っていいものかどうか、畑

ありました。渡辺隆夫さんは、軽薄礼賛で言ったけれども、

か。それは軽薄がないからだと。そういう強烈な問題提起で

〈堺〉 現在の川柳が非常に面白くない。なんで面白くない

ういう類の柳誌があれば面白いなあと思います。署名 自(分
の名前 を)取るか、公衆便所を取るか、というのは、非常に
大きな問題ではないかと思います。

おかまを詠んだ句というのは、非常に気持ちいいですね。膝

ね。ですから、昔ちょっと流行った「ライトヴァース」とい

栗毛はとにかく好き嫌いが分かれるんですね。女性は特に嫌

う短歌や俳句の書き方がありましたけれども、あんな趣味と

さんはどのように受け止めますか。

か、どっちかですね 笑( 。)
結論の二番目としては、我々は川柳を書いて署名を入れま

薄を失った。だから、現代川柳は、女を取るか、軽薄を取る

は、極端に言えば、川柳は女性を意識することによって、軽

というのが、すぐに浮かびましたので、例句として隆夫作品

私の中では、軽薄句というと、どうしても渡辺隆夫さんの句

意、右足は軽薄、という感じで、どっちつかずでおります。

で「軽薄」がテーマということですが、私は、ちょうど京都

〈畑〉 一昨年の京都でのテーマは「悪意」で、今年は東京

□ 意味からの飛躍、そして軽薄

は根本的に違います。つまり、軽薄は汚い、というのが根本
になければならない。
というところで、結論の第一。我々狂句百年から逃げるよ

す。江戸時代は名前がありません。名前を入れるようになっ

うに、柳人は月並みな凡句を百年も作ってきたんです。それ

てから、軽薄を失った。関西にいる頃、堀本吟さんによく言

をあげました。

豚押すと豚がやさしく押し返す

ＴＯＴＯに座る牡丹となりにけり

と東京の間の長野県に住んでおりまして、私自身、左足は悪

われたんです。「あんた、署名なんか捨てて、公衆便所で書

タリバーンの偶像はヘップバーン

きまくったらどうか」と。要するに、署名があるから、もっ
と行けるところまで行けなくて止まっている、というわけで

きれいな絵とはいえないし、意味があるかといえばそうも

すね。これは、いまだに実行しておりませんけれども、案と
しては持ってるんです。例えば、『月刊公衆便所』とか、そ
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言えない。でも、何かすっと入ってきてしまうというような

ム、言葉の勢いではないかなと思っています。すなわちそれ

た。軽薄を書こう、書こうとすると、どうしても言葉遊びに

のテーマ「軽薄」の実作に取り組んでみて、本当に困りまし

と、そんなことを言っていましても、実は、今回の課題吟

が、句の軽薄を炙り出すのではないか、と。

木馬の二十五周年大会というのがありました。高知の時の基

時間経過で言いますと、一昨年京都、その後、高知で川柳

作品と思います。

調講演の中で、石田柊馬さんが、川柳のキーワードとして

走ったり、意味てんこもりの時事川柳風になったり、ナンセ

ここで渡辺隆夫に戻りますが、この隆夫作品を筆頭とする

ンスやパロディに走りすぎたり―。で、結局、川柳にとって

軽薄句の作者たちが、江戸川柳の軽さや、小気味よさに戻ろ

《共感》と《飛躍》をあげておられました。俗への《共感》

で来てしまったんだなと思います。でも、そこで、逆に《意

うとしているとは思いません。戻る、のではなく、一度意味

に立脚する川柳というもの。七七に向かって《飛躍》を試

味》から離れたい、という衝動に襲われるのは、当然の成り

に寄りかかって立ち止まった川柳が、再び漕ぎ出すために、

《意味》とはとてもありがたいツールなんだな、と思い知ら

行きとも言えるかもしれません。さきほどのキーワードと関

軽薄を選ぼうとしている、進むために選ぶ、と感じていま

されたわけです。

連して言えば、隆夫作品は、《共感》からの飛躍であり、

す。

み、《意味》を持っていくしかない川柳というもの。そう考

《飛躍》からの飛躍と言い換えることができるのかもしれま

えると、川柳は《意味》から離れることができずに、ここま

せん。

何を選んだらいいか、と考える

《意味》から逃れる方法として

ということになりますが、その

そこで、なぜ、今、軽薄か、

〈堺〉 やっぱり柳人というのはまじめなんだね。渡辺隆夫

と―。

す。そうすれば、軽薄も女性もどっちも失わずに済む 笑( 、)

かる気がいたしますが、女性としての軽薄もあり、と思いま

しゃいました。悪意は女性的、軽薄は男性的、というのはわ

先ほど、隆夫さんは「女を取るか、軽薄を取るか」とおっ

が軽薄に問題提起したんだけれども、まじめに受け止めてく

時、その答えのひとつが、言葉
近いような言葉そのもののリズ
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そのもののリズム、何か音感に
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れている。広い意味での共感という中で、これまでの川柳は
書かれてきた。前句付の歴史から言うと、前句に対する五七
五というのは飛躍ということで、川柳の一つの持ち味。畑さ
んの今の発言は、飛躍の中に軽薄を取りこんで、通俗的な意
味から飛躍して、意味を殺ぎ落とすところまで行けるといい
なあという意味をこめての発言でした。次に俳句からお招き
した中西ひろ美さん、お願いします。
□ 「軽薄」に対する価値観の塗り替え

みたいなと思っています。さきほ

ど隆夫さんが、現代川柳には軽薄

な句が少ないとおっしゃっていま

したが、私は、句が少ないという

よりも、軽薄な発想で句が作られ

ることが少ないんじゃないかなと

思います。だから隆夫さんのよう

に軽薄を面白がって作らないと、

川柳も俳句もどんどんつまらなく

なっていくような気がします。だ

ナスイメージのものに、上品とか気高いとか高級感があると

じるものをマイナスイメージで語るのが普通です。そのマイ

柳や詩を語る時には、低級だとか下品だとか不作法だとか感

を持っております。私たちが文学とか芸術とか、俳句とか川

問題提起になる、そういう句を探したいと思いました。

ゃないかと。その句を、軽薄という括りで捉えること自体が

れはこんなに面白いんだ、というだけでは何か足りないんじ

ているんです。いかにも軽薄だというような句をあげて、こ

出せ、なんて声高に叫ぶだけでは足りないんじゃなかと思っ

足りないからもっと軽薄を、とか、江戸川柳の軽薄さを思い

からといって、現代川柳は軽薄が

かと同じ、あるいはそれ以上の価値を見出そうという隆夫さ

しく言われていました。でも長くやっていると、いろんな価

句にしたものです。この句を見たのは、あのテロの事件から

行の夜の句会に出た句なんです。９・ のテロの衝撃映像を

この句がなぜ軽薄かと言いますと、この句は実は、一泊吟

鈴木純一

値観が欲しくなるんですね。一つを否定してしまうと、もう

建物にヒコーキ入る新豆腐

そちらのほうには芽が伸びませんので―。軽薄もひとつの方

十日後ぐらい、まだ生々しい時期だったと思います。私は選

私も俳句の初心者の頃は、師匠から「低俗はいかん」と厳

んの提案にはまず賛成したいと思っています。

〈中西〉 例句は一句だけですが、これは軽薄な句だと自信

中西

向性として得られるものだったら、私も俳句のほうに取り込
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句の時にこの句を見てギョッとしました。その日は選には入

句は軽薄というより、他愛のない凡作になるんだと思いま

記録になって、衝撃を呼び起こす力がなくなった時に、この

こういう有限の力がある。それは文芸の上で花と呼んでい

す。

いものだと思います。隆夫さんが提案する、このテーマの軽

れませんでしたが、なぜギョッとしたのかを考えました。こ
と。それに当然吟行ですから同じ作者の普通の吟行句も混ざ

れほどの大事件をこんな簡単な句にしていいのか、というこ
っていますし、句会ですから、他の参加者の句と一緒にずら

薄さに、この句はとても合っていると思います。

いうイメージの塗り替えですね。川柳発の軽薄の価値観のリ

のとしては、この軽薄のススメではなくて、何かこの軽薄と

私は、川柳のテーマ「軽薄」のシンポジウムに期待するも

っと清記されているわけですね。そのことに対する異常さみ
れに、この句を見ますと、暴力への怒りとか、反戦の思想と

たいなものも感じて、私はギョッとしたんだと思います。そ
か、犠牲者の方への痛みとか祈りとか全く感じられないんで

言葉の意味を、その価値観自体を塗りかえるような軽薄な作

ニューアルになったら、と。

品化、ということですね。続いて連句からお招きした浅沼璞

〈堺〉 中西さんの受け止めは、従来の常識的な軽薄という

この句がなぜ軽薄であって、何故ただの軽薄でなくて、何

さん。俳句あるいは俳諧史といった幅広い角度から軽薄をど

すね。それらを含めまして、この句は軽薄という括りで推薦

故この軽薄さに価値がある、意味があるのか―。作者がな

う捉えますか。

できると思いました。

ぜ、この句をこんなふうに書きたかったのかを想像します

見た世界中の人に共通する軽薄さというか虚脱感、そういう

の軽薄さというのは、その作者だけではなくて、その映像を

が、俳諧の批評の用語だと、よく無名性と言われます。有名

して、いわゆる『月刊公衆便所』の話にも関わると思います

〈浅沼〉 渡辺隆夫さんの基調報告をさきほど拝聴していま

□ 西鶴の「元禄軽薄体」と虚子の「昭和軽薄体」

と、たぶんテレビが映し出している衝撃の映像を、遠い国で
ただぼうっと見ていることしかできない、そういう自分の姿
を書きたかったんじゃないかと思うんですね。だから、この

ものだったと思うんです。そういう虚脱感や軽薄さは、普遍

性とか実名性とかいうものの対語なんですが。無名性という

句は軽薄に書かれなければならなかったんだと思います。そ

的であるとともに有限です。事件の映像が、記憶からただの
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とを自然にやっていたと思われます。それは、西鶴の資質も

ど。西鶴の俳諧をみていくと、他人の不幸を笑うみたいなこ

で遊ぶ宿ですね。そこに客が

いわゆる置屋から遊女を呼ん

というのがあります。これは、

揚屋ながらにはじめての宿

した。今の「共感」と「飛躍」

ありますが、連句という形式そのものが非常に軽薄な形式な

来て、はじめて宿を取ったと。

のは、江戸の川柳発生の前に、談林俳諧というのがありまし

ので、そういうところを分けて考えないといけないところは

はじめての客ですから、ちょ

にからんでお話ししますと、

ありますが―。さっきの話の流れでいうと、畑さんが石田柊

っと落ち着かないんですね。

最初に、

馬さんの発言を引用して「共感」と「飛躍」ということをお

手持ちぶさたに、

たが、それは非常に無名性が高いものだったと思います。

っしゃっていましたが、「共感」というのを連句で言うと二

その中から、井原西鶴のような作家が出てきたわけですけれ

句の付け合いなんですね。「飛躍」というと三句目に転じる

の座があるので、「恋は御ざらぬか」と言っているわけです

これは、揚屋の亭主に客が聞いているわけです。連句には恋

なんと亭主替った恋は御ざらぬか

か…。機械的に発句は切字があるから俳句性を担っていて、

ね。その後、亭主が、

んですけれど、いずれにしてもそういう平句性というんです
切字がなければ川柳だと、そういう論も一時期いろんなとこ

きのふもたはけが死んだと申す

と、受け答えしています。要するに、これは長句の五七五と

という付け合いです。しかも、恋の付け合いになっています

とかいうような、そういうところから平句性を論じることも

ね。「たわけ」というのは、いわゆる「たわけもの」の「た

短句の七七でやりとりをしているところですね。これは、二

お手元の資料で、「元禄軽薄体」をご覧ください。厳密に

句の付け合いからすると、非常に共感を呼ぶ、なるほどな、

は、西鶴の「大句数」なので、元禄よりも少し前ですが、大

わけ」で、「死んだ」というのは「心中した」ということで

できます。特に、三句目の転じなんていうのは、非常に軽薄

きな意味での元禄文学ということで、元禄軽薄体と名づけま

な連句性のひとつだと思います。

ら平句というのではなくて、そういう意味での共感とか飛躍

ろで波紋を呼びましたが、平句性というのは、切れがないか

浅沼
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ね。ですから、さっきの渡辺さんの話からすると、他人の不

代人でありながら、それとはまるっきり逆の行き方ですよ

ピアのような評価のされかたをするわけですが、西鶴と同時

元禄三大文豪のひとりですから 、)当時こういう心中事件が
多くて、近松はそれを悲劇として扱って、日本のシェイクス

すね。近松門左衛門の『曽根崎心中』があるように 近(松も

子のエッセイ集です。まだ若い、碧梧桐と虚子が子規にファ

ちょうど岩波文庫で出ている「回想子規漱石」という高浜虚

まま引用しました。これは と(文庫本を手にする 、)近代で西
鶴がどう受け止められているかをいろいろ調べている時に、

いる、というように転じていきます。

対局のふたりは、敗者は十面を作って、勝者は鼻歌を歌って

わけですが―。そういうことを抜きにして現代的に読んだと

いうような考え方があって、野暮の反対に粋というのがある

江戸時代には、遊郭でまじめに恋をして死ぬのは野暮、と

てよこし、時には余らに批評を求めた。余らは志が小説にあ

を発見しました。「子規居士は手紙の端にいつも発句を書い

明治の終わりに書かれているものですが、そこにこんな一節

ンレターを送って、やりとりし始めた頃のエッセイもあり、

あと、「昭和軽薄体」ということで、虚子の句日記をその

幸を笑う軽薄さ、というんでしょうか。

しても、非常に軽薄な付け合いということができると思いま

るのであるから更にこの発句なるものに重きを置くことが出

んだというのを「碁石が死んだ」というふうに読み替えま

が死んだということを茶化しておきながら、さらに、その死

一番はしちやう 四(丁 に)かけてやぶられて
これは要するに恋離れで、恋の句じゃなくなるんですね。人

連句の場合は飛躍というのが三句目にきます。

タイトルで、虚子の句は川柳に通じるものがあるけれど、も

出した、『俳人格』という本の中で、「昭和の西鶴」という

ます。これと関連しているんでしょうが、その後平畑静塔が

や心をとめて翫味ようになった」というような一節がござい

発句を習熟することが文章上達の捷径なりと知り、その後や

田文学』より教えられていたのが、居士によって更により以

来なかった。しかも近松を以て日本唯一の文豪なりと『早稲

す。一番というのは、一局ということですね。「しちやう」

っとさかのぼれば西鶴的なんだということを触れています。

で、これだけだと、単なる共感で終わりますが、その後、

す。軽薄の意味で共感できる付け合いでしょうか。

というのは、囲碁で相手の石を殺す方法。死んだのは碁石だ

そういう感覚で虚子を読むと非常に面白くて、さらに最近

上の文豪に西鶴なるもののある事を紹介されて以来、我らは

ったと、たわけは敗者だということになりますね。次に、
こちらは十面そちらは鼻歌
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になって、仁平勝さんが、『虚子の近代』で、虚子の句日記

ここでまた短句的な発想をしていく。

蝿叩にはじまり蝿叩に終る

仁平さんは確か、蝿叩きの句だけ、ピックアップされてい

は、「平句的な仕立てを保証するための連句に代わるフォル

ましたが、僕はむしろこうして実際書かれた他の句を並べて

ムであった」と指摘されています。これを、今僕が話した文

みるとバラエティに富んでいるし、非常に軽薄な句の並べ方

〈堺〉 今の浅沼さんの話のポイントは、軽薄というテーマ

脈の中で解釈すると、虚子の句日記というのは、西鶴の独吟

を考えた時は、高浜虚子のことと、井原西鶴のことを等閑視

連句に代わる軽薄なフォルムなんじゃないか、ということで
これは、昭和二十九年の七月十九日に書かれた句を、その

できないだろうと。つまり、井原西鶴は、「元禄軽薄体」と

になっていると思います。

まま順番で引用しました。千葉のお寺で読まれています。最

虚子を引用しました。

初は、

んでしょうか。しかも、季語があって、南無阿弥陀という言

花鳥諷詠というのは自分のことですから、自己相対化という

ルムだという読みをしているわけですね。つまり、内容もさ

句日記は、要するに井原西鶴の独吟連句に替わる軽薄なフォ

るような飛躍仕立ての句を作っている、と。この高浜虚子の

れと同時に高浜虚子も、「昭和軽薄体」と浅沼さんが名づけ

呼ばれるようなたくさん軽薄体の俳諧を作っていますが、そ

葉が引用されて重ねられています。これは一応、「や」とい

ることながら、形式そのものが軽薄体を支えている、という

明易や花鳥諷詠南無阿弥陀

う切字がありますから、形式で言えば発句でしょうが、その

辺隆夫に置きかえると、「あっけらかんとしたばかばかし

ャカシ、つまり静かな談林」というのがあります。これを渡

いただいていますが、攝津幸彦の言葉に、「高邁で濃厚なチ

解説でした。今日は、会場に「豈」の同人の皆さんもお越し

次は、
毒虫を必死になりて打擲す
平句的な句ですね。
山寺に名残蝿叩に名残
これなんかは短句的な発想で作られている。

有名な攝津幸彦ですら、「高邁で濃厚なチャカシ」に着目し

さ。つまり、猥雑な談林」とでも表現できましょうか。かの

これは、夢で軽く切れていますから、発句体といえば発句体

ていたということは、やはり、決して今日のテーマがばかげ

すぐ来いという子規の夢明易き
でしょう。
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たものじゃない証しでもあると感じています。
□ 「引用」と「軽薄」
〈堺〉 そこで、せっかく、今日は浅沼さんがパネリストと
してお見えになっていますので、談林俳諧が出てきたところ

いた加藤郁乎さんが、たとえば、「或るときは洗ひざらしの

蝶がとぶ」というような句を引用して「これは現代の談林蝶

だ」とすでに指摘しています。

引用について例句をあげて説明してみます と(ホワイトボ

ードに板書する 。)
君が代はケンカの沙汰もおさまりて

実践的課題である「パロディー」とも関係しますし、談林俳

ただきたいと思います。この「引用」は、「軽薄」の有力な

の中の祝歌にある短歌。その初句と結句、「君が代」と「苔

けですが、ルーツとして考えられる一つは、『古今和歌集』

代」と「苔のむすまで」というのは、今でいう国歌になるわ

これは西鶴が比較的若い時の独吟連句の一節です。「君が

苔のむすまで抜かぬ脇差

諧の「無心所着」の精神ともからめてお話いただければと思

で、引き続き、これに関連して、「引用」についてお話しい

います。

それに対して、「ケンカの沙汰もおさまりて」と「抜かぬ

のむすまで」をここで連想しているわけですが、俳諧用語で

脇差」。脇差というのは俗語ですね。当時は任侠、今でいえ

「あしらい」と言いますが、そのまま持ってきているので新

学テクストから、なんらかの影響を受けているという〈関係

ばチンピラがナイフをかざしているようなもので―。これも

ちょっと、気障にコメントしますと、この浅沼さんが言う

性〉を指して言っているわけで、「引用」と密接に関連しま

俗語で、ケンカの沙汰もおさまって、脇差を抜かないという

「引用」という言葉で思い出すものに、ジュリア・クリステ

すし、パロディーとも無縁ではないわけです。

のは、俗語の連想としては非常にありきたりですよね。特に

しくもなんともありませんね。当たり前のこと、というよう

〈浅沼〉 攝津さんの「静かな談林」については、『中層連

独創性はありませんが、ただ結果として、「苔のむすまで抜

な―。特に西鶴のオリジナルでもなんでもありませんし。

句宣言』を書いた時に触れました。攝津さんが談林発言をし

ヴァの「間テクスト性」という言葉がありまして、「間テク

たのは、一九九四年暮れの雑誌「太陽」の百人一句の特集の

かぬ脇差」というかなり軽薄な句に出来あがっているという

スト性」とは、文学テクストというのは、つねに先行する文

中ででした。その十年ぐらい前に阿部青鞋の句集の解説を書
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ことですね。さざれ石が苔のむすまでという、とてつもない
時間「脇差を抜かない」だなんて、句づくりとしては軽薄
な、ナンセンスなものになっていると思います。談林の「引
用」というのは、こういうところがあって、つまり、水平的
にはありきたり、しかし、それを垂直につなげると、そこ
に、「無心所着」、ちゃんと意味がつくところがない、とい
うことになっていく、という―。
てみましょう。

あ」と第一印象で思いました 笑( 。)
意味の軽薄とリズムの軽薄の二種

類に分けることができると思いま

すが、私は、このごろリズムの軽

薄に凝っていまして―。意味はも

う川柳をやってたらいつも軽薄で

すが、ちょっとリズムの軽薄を見

ああしぶやよつやいちがやややこしい 樋(口由紀子 )
このリズムはとてもいいし、軽薄につながっていくんじゃな

こういう句を引用したのは、渡辺さんと比較したいと思っ

いかと。「ああ」というのと、「しぶや」のしぶいに繋がっ

ていく。うまいこと合っていますね。これはとても面白い句

ことをあらわしているわけではありませんが、渡辺さんの句

だと思いました。もう一つリズムの軽薄としては、

には、「君が代」のパロディーがたくさんありますね。
君が代にうどんはのびてしまいまする

いいのでは 笑( 、)と思いますね。
〈堺〉 最後は、渡辺隆夫流軽薄論ということで、今日のテ

リズムの軽薄の両雄だと思います。意味の軽薄の典型として

う感じです。意味もなにもないんですね、これは。これは、

こんこんちきこんどこんぴらこんぴゅーたー 白(藤 海 )
これは僕が作りたいと思っていることをやられたなあ、とい

ーマ吟「軽薄」の事前投句の中から、気になる作品について

と思いますね…。

ーク」に並ぶようになったら、もっと良くなるんじゃないか

竹(内ヤス子 )
天国へみんなでゆこうホーホケキョ
これなんかは僕が好きな句で、こういう句が「バックストロ

は、

〈渡辺〉 事前投句のこの一覧を見て、「軽薄はあかんな

□事前投句 イ(メージ吟 に)みる軽薄

感想をお願いできますか。

たぶん、渡辺隆夫というのは、「平成の西鶴」と呼んでも

めんめんと長き貴きうどんかな

たからです。古典での「君が代」というのは、特に天皇家の

堺
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赤門を出た肛門顔のホリエモン
吉(田久美子 )
これはよくホリエモンを見ているし、赤門、肛門、ホリエモ
ンとたたみかけてくるところなんか、リズムもいいし。それ
から、意味はよくわかりませんが、
広(瀬ちえみ )
四度目はきれいに死んでいるかしら
三度変に死んで、四度目はきれいに死ぬ。何か意味深なとこ
ろがあるのかもしれませんが―。それから、最後に、このご
ろ私、ポエジーに凝っていまして、詩的な印象を受けるの
が、
中(西ひろ美 )
五月生まれよ蛙のように空のように
これは何かポエジーがありそうに見える。本当はないのかも

本(多 洋子 )

しれませんが。こういう軽薄な持っていきかたをするのも、
いいなあ、と思いましたね。
乃木坂のてっぺんで吐くポップコーン
これもいいですね…。
〈堺〉 今、渡辺隆夫さんが取り出した作品が、本当に今日
の会場の皆さんに支持されているのかどうか、あとで検証し
たいと思います。今日は、パネリストの皆さんから、色々と
発言してもらったが、ここでは、あえて、結論めいたものを
出すべきではないと思ってます。今日の「軽薄」というテー

ます。皆さんお疲れ様でした。
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マを皆さんが一つの問題提起として受け止めてくれて、ぬる
ま湯的な現状に対する一つの刺激剤にでもなればと思ってい

会場から貴重な声もいただきました

in 東京
バックストローク
Backstroke in tokyo
in 東京
バックストローク
Backstroke in tokyo

右舵右舵と絡むこっかを両替る
一年中かぶったままの春帽子
究極のサンマは目黒です アナタ
リサイクルちゃんとしてます赤い羽根
一掴みもやしを入れる宙返り
豚まんの膨らみマツケンサンバ
天国へみんなでゆこうホーホケキョ
上面をなぞっただけの金モール
おしょうゆに漬け食肉といたします
真緑の森番耳にぶら下げる
花びらのモザイクかけて処方箋
柏餅開けば戦争加担証
％ＯＦＦでどうでしょ あなたの値段
偽善者のわたしに開く自動ドア
クリッククリック蜉蝣ばかり見せられる
牡になる食事の後のタイミング
森の葬式エレベーターに乗って行く
酸素いっぱいの「無責任野郎たち」が居た
前世は大根のヒゲ茄子のヘタ
突っ込んだ首にギロチン落ちてくる
風を無視して宙返りくり返す
ご破算でねがいましてはオトコなり
下半身スッキリ父は単３
五月生まれよ蛙のように空のように
10

石田柊馬
古俣麻子
松永千秋
丸山進
大友逸星
酒井暁美
竹内ヤス子
天谷由紀子
佐藤みさ子
内田真理子
中島未知世
野口裕
田中峰代
赤松ますみ
津田暹
木口公遊
森田栄一
普川素床
竹下勲二朗
加藤鰹
前田一石
いとう岬
高田銀次
中西ひろ美

互選︻軽薄︼ イ(メージ吟 )合点結果 ︵３点以上︶
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
３
４
４
４
４
４
４
５
５
５
５

５
５
５
６
６
６
６
６
６
６
７
７
７
８
９
９

ティッシュの身になってもください恥しい
日本列島尻のあたりに軽気球
ああしぶやよつやいちがやややこしい
「自己責任」「自己責任」と掃射する
右脳の方が軽薄なんですよ
乃木坂のてっぺんで吐くポップコーン
一回百円尻尾の長さ測れます
ティッシュペーパーほどの忍耐はない
ウエハースの好きな男についてゆく
悪人は即座に消していいらしい
かくれんぼ手足が穴を逃げたがる
港は雨で雨に死にたい女たち
駅前に積み重なって乾く舌
さおだけ屋が来るのですぐに死の準備
利息だけ 払いつづけている さくら
ただ僕は正論を言っただけです
国民の牛乳石けんがすべる
ご臨終ですと卵に言い聞かす
浅漬けにしておく茄子と戦闘機
とりあえずマスカラを振る神社かな
結論なんて何もないビニール傘
戒厳令ちょっとそこまでパン買いに
四度目はきれいに死んでいるかしら
15 15 14 13 12 12 11

in 東京
バックストローク
Backstroke in tokyo
in 東京
バックストローク
Backstroke in tokyo

佐藤画子
滋野さち
樋口由紀子
桜里刀子
松尾冬彦
本多洋子
吉澤久良
佐藤幸子
石川重尾
松本仁
瀧正治
前田芙巳代
加藤久子
横澤あや子
田中博造
鈴木敬一
畑美樹
浪越靖政
石部明
佐藤榮市
鹿又英一
山田ゆみ葉
広瀬ちえみ
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句誌日和
﹁翔 臨﹂第 号
︵竹中宏編集発行平成 年２月 日発行︶
28

ゆや

アラバスター

もしかりで、何かを覆い隠す役目を副次的にしてしまう。有

ようで見分けはつかない。地を出さず個性も見せない。形式

リクリートスーツを着た若者を見掛けるが、誰も彼も同じ

らつき、カオスが見える。

化すとか、格闘するとか、ではない。季語の実景は大きくぐ

るが、季語こそが視点をずらす役目を担っている。季語を茶

金虫」から「水の秋」まで順に見事に季語がリレーされてい

う絵画図法を意識しながら読んだ。有季定型を死守し、「黄

され、頭の中は混乱した。が、今号もアナモルフォーズとい

堂）は竹中宏独自の世界を把握して見せた。本の題名に先導

二〇〇三年に出版された『アナモルフォーズ』（ふらんす

水の秋水流れ出るとき大事

熊野よ熊野よ雪花石膏に黄金虫

ゆや

「泥泥」と題された竹中宏の巻頭二十句。江戸の町を雪駄直
しの呼び声の「でいでい」のようにも聞こえる。深く物を考
えない生活をし、わかりやすい句を見慣れている頭は久し振
りに緊張した。

でいでい

17

季定型の中で覆い隠されるもの、その本性を出しているのが

竹中宏の俳句かもしれない。先頃出版されたすずきみのる句

集『遊歩』の帯は竹中宏のすずきみのる宛の私信が使われて

いる。「世界の新しい眺めを提示しうるかどうかが、決定的

な差を生じます」、竹中宏の俳句観の矜持を見たように思っ
た。

「爪切ったゆびが十本ある」という句は、当り前のコ

他に中村ふみ、小林千史、彌榮浩樹の論考に注目した。

ト（の表現）ではなく、実に不気味なモノだ。句を

分析すれば、「爪を切った」コトに見られる人間の

意志・精神性・恣意性に対して「ゆびが十本ある」

コトの避けられない・肉体性・物質性、それが不気

味さの核になっているのかもしれない。ただ、僕が

特にこだわりたりのは、これを「爪を切ったゆびの

十本ありにけり」とでも手を加え俳句らしくしてし

まうと、不気味さはかなり消えてしまうということ

なのだ。俳句にしてしまうと、言おうとしている内

容は一緒でも、さしせまった感じ・狂気じみた何か
が薄れてしまう。

（「原俳句性」について～「爪切ったゆびが十本あ
る」考 彌榮浩樹）

尾崎放哉、種田山頭火がなぜ俳句から出現したのか、川柳

では生まれでなかったのか、放哉・山頭火をどうして抱え込
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52

たいあげることなどでは全くなく、自分の境涯や身

く、ましてやナルシスティックのそうしたものをう

単に自分の境涯や身の回りを詠むというのではな

句に激しさを感じてしまう。（「柳の家」畑美樹）

んとすればするほど、句姿が滑らかなほど、私は俳

じる瞬間がるのだと。そして、その静けさから逃れ

う。だから、どこまでも静かで、静寂の怖ささえ感

認めたところから始まっているのかもしれないと思

も性も死を包含した静けさを認め、その恐ろしさを

の回りのもの・ことに違和感を持ち距離をとって見

めなかったのか疑問だった。

る（見えてくる）ことなのだ。自分自身の日常生活

近々「俳人は川柳をどう見、どう読んでいるだろうか」も

だ。 （「信子さんからぐるぐるまわる反抗期佐藤文

クスになるくらい小さいのだもの、自慢かよって話

雨ながき」がつきすぎだし、私のおっぱいコンプレッ

私はこの句が嫌いである。だいだい「憂さ」と「梅

ふところに乳房ある憂さ梅雨ながき 桂 信子

素直な句の読みは勇ましい。

九歳の俳人谷雄介と佐藤文香。無理に歩み寄らず、媚びず、

昨年末に亡くなった鈴木六林男、桂信子を鑑賞している十

掲載されるそうで、楽しみである。

を、身辺の平凡な世界を、不気味なものごととして
捉えなおすこと。それこそが俳句のおける私小説性
の本質ではないか（同上）
「違和感を持ち距離をとって見る」この部分の詰めが川柳
は甘い。自分の陣地を削ってでも距離を縮めようとしてしまっ
たのだ。
﹁里﹂ 号
︵島田牙城編集発行２００５年３月９日発行︶

「柳人は俳句をどう見どう読んでいるか」で、柴崎昭雄、赤

である。セレクション柳人刊行記念（？）で、今号の特集は

のに、川柳でもあまりない。自分の頭で考え、自分の言葉で

覚を大切にしていきたい」（谷雄介）はあたりまえのことな

有名な俳句のこんな鑑賞を読んだことがない。「正直な感

香の思考」佐藤文香）

松ますみ、松本仁、畑美樹と私の五人が執筆している。それ

子ベスト三十」もおもしろかった。

書く文章のたくましさを見たように思う。佐藤文香の「桂信
俳句の目は、自然の、世界の 芯,のところにある生

ぞれの視点から俳句を思っている。

セレクション柳人を出版した邑書林が発行している俳句誌

24
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投句先 〒601-1123 京都市左京区静市市原町719-11 松本仁宛

３句
課題吟「座」松本仁選

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

石部明宛

aqua-notes

同人雑詠自選７句

wind-notes

石部明選

投句先 〒709-0421 岡山県和気郡和気町日室519-12

後 記

▼﹁軽薄﹂をテーマにした東京のでの集い︒集まってくださ

った皆さんに︑感謝︑そして︑感激の今︒皆さんの薫風に包

まれたあの日から︑季節はさらに濃緑に︑そして︑灼熱へと

移っている︒今号は︑あの日の東京の風満載となった︒改め

て︑あの風を感じていただければ幸い︒そして︑次の風の色

を︑匂いを︑ひそかにわくわくと待っている今でもある︒

▼編集の作業をさせていただいていると︑皆さんの肉筆に出

会う︒その肉筆の向こう側に︑お顔を︑軽薄を︑そして真面

目さを︑勝手に想像したりもする︒そんな勝手な想像が︑活

字になって一冊になると︑うれしい裏切りとなって再会する

こともしばしば︒出会うたびにうれしい裏切りを感じる︒そ

んな︑川柳のおもしろさよ︱︒

▼いろんな理由が重なって︑仕事場を自宅の裏山にある小さ

な山小屋に移した︒６畳ほどの小さな手づくりのログハウス

風の建物︒机に向かい︑左側の窓に目をやれば︑裏山の木々

の揺らぎが︑振り返って︑母屋側にある小さな窓を見れば︑

隣のおばあさんがせっせと畑仕事をする姿が見える︒母屋か

らは︑かすかにテレビの音︒裏山では︑鳥たちがにぎやかな
こと︑にぎやかなこと︱︒

▼身を置く場所を少しずらすと︑聞こえる音が︑見えるもの

︵美樹︶

がある︒わかりきったそんなことに︑今さら驚いていたりす

る︒５月の東京も︑そんなひとときだった︒
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