第 19 号

ちょうどいい春の雨ねとほめられる

広瀬ちえみ

大橋一弘

写真家

i
n

石部

明

「軽薄について」（京都）「悪意について」（東京）につ

づく「川柳にあらわれる虚について」は小池正博の司会に

握は、石田柊馬、樋口由紀子と共にシンポジュウムにさら

郎氏の川柳への新鮮な視点、Ｓｉｎ君の若者らしい現代把

よって進められ、ゲストとしてお招きした俳人・渡辺誠一

地元の「川柳杜人社」（山河舞句主宰）の全面的な協

論することによって川柳は動く、あるいは、動かさなけれ

その模様は今号の特集として詳しく掲載しているが、議

なる厚みを作っていただいた。

青森の「おかじょうき」は定例句会を変更して、発行人

ばならないという意識は参加者の多くに感じ取っていただ

言うまでもなく、二年に一度の、それもたった二時間程

北野岸柳さんをはじめ十数人で駆けつけてくださったのは、

度の議論に、いかほどの成果も得られるわけではない。私

けたのではないかと思う。

かったからだとも聞いた。そのほか、岡山から一人新幹線

たちは決して川柳をリードしょうと思っているわけではな

パネラーをお願いした同社編集人Ｓｉｎ君の応援ばかりで

を乗り継いで参加されたご高齢の山口流木さん、北海道か

い。しかし、「川柳」とは何かをずっと問い、考えていく
構想もまとまりつつある。

使命感は持ち続けていきたいと思っている。すでに次回の

ら、九州から、全国を網羅したとは言わないまでも、九十

勿論、会の目的はシンポジュウムと句会にある。

の意義があったのではないだろうか。

三名の集いは熱気に満ちたものであり、それだけでも一つ

はなく、新しい川柳を模索する場を、経験として共有した

た広瀬ちえみさんには感謝の言葉もない。

力、特に準備、広報、運営をほぼ一人で担当してくださっ

いた。

仙台」は思いがけない大勢の参加を得て盛会にしていただ

京都、東京につづいて開催した「バックストローク

19
号

aqua‐notes(アクア-ノーツ） 同人雑詠欄
aqua‐notes(アクア-ノーツ）を読む
それぞれの現在 石田柊馬

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

５
１５

石部明選 ................

２７

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

３７

wind‐notes(ウィンド-ノーツ)

課題吟「咲く」 古俣麻子選
言葉の波間「木」 松永千秋

................ ４１
................ ４３

シリーズ 現代川柳の切り口⑦ 川柳の読み（二）

三太郎の詩性川柳

石部明

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

４４

可奈子の領域

清水かおり

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

４６

特集「バックストローク in 仙台」
第一部シンポジウム
第二部 川柳大会

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

４９
５０
７１

同人雑詠欄

筒井祥文
横澤あや子
吉澤久良
渡辺隆夫
兵頭全郎
広 瀬 ちえみ

一戸涼子

白藤海

草地豊子

前 田 ひろえ

井 上 せ い子

浪越靖政

津田暹
松永千秋

高橋蘭

樋口由紀子
金築雨学

古俣麻子

田中博造

畑美樹

石田柊馬

松本仁

く んじろう

田中峰代

前田一石

松原未湖

山 田 ゆみ葉
松原典子
北沢瞳
清 水 かお り
小池正博
古谷恭一

丸山進

石部明

楢崎進弘

柴田夕起子

5

筒井 祥文
白昼をあぐねど暮れぬ駐車場
手違いがあり屋上は空を見る
履歴書と始末書がある社長室
千人のこめかみ襲う昼の飯
踊り場の救命器具は影を踏む
歴日の余談を捨てる守衛室
日もすがら風船を見る長い塀

横澤 あや子
盗掘の穴だから語尾変化するよ
エピソードは襟から気化する夕電車
盟約の代りにすぐれた鳴戸巻
レジ袋の倒立いまをまっ盛り
荒漠は正しい位置で宴中
放っといて良妻賢母の種袋
生まれた国へ出荷しましょうご冥福

京都

八戸

吉澤 久良

ぬばたまの夜桜ゼラチン質の舌
かげろひ
陽炎の春野におびただしき義眼
ひさかたの光の底に虚言癖
きぬ
白妙の衣匿名のまま古木
草枕旅寝や異類婚姻譚
血早振神将不定愁訴群
青によし習わぬ経読む葱坊主

渡辺 隆夫

ヤマト轟沈さぁ竜宮だ慰安婦だ
美味そうに泳ぐ喜び組のショウ
乙姫の国籍問うな黙ってヤレ
乙姫には鯛長も平目もない
八月の深海底の魚命魚辞
甕棺の中や涼しき波の音
美しい国が出て来る玉手箱

京都

神奈川
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兵頭 全郎
目の前の指も見えない夜を歩く
荷を出した部屋に髪一本燃やす
虫を噛んだ舌の付け根の現代史
こめかみで続く絵本をめくる音
目覚めたが手に感触が残っている
次に置く足を埴輪に止められる
石室の継ぎ目に私の指紋

広瀬 ちえみ

高槻

仙台

ちょうどいい春の雨ねとほめられる
かろうじて間に合う虹の臨終に
お寺まで続くツツジ科ツツジかな
鬼アザミ鬼ケシやましいことはない
そうですかあなたの根っこも毒ですか
水槽でパクパクしてる急がんか
朝方と夕方という方角よ

樋口 由紀子

国境を越えると水はうなずいた
水薬窓のあたりに転がって
エジプトは今何時かと水に問う
二宮商店街まで水運ぶ
郵便局の曲がり角から水は来る
洗面器の水中心に座り込む
順番に水をかぶって笑いあう

松永 千秋

スコップはまだ手つかずのフルコース
もう少しモナカのアンでいるつもり
いもうとは結末だけを持ってゆく
ワークショップ等身大の穴を掘る
水馬の脚は仲間に入れない
行先はどっち 大きな靴履いて
一日の とにもかくにも箸を置く

姫路

福岡
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金築 雨学
寒暖や今朝のオノノキ新子死ス
手ぬぐいをきちんとたたむ新子の死
食卓に前科を並べカシコマル
罪状否認海岸線に沿ってゆく
式次第門を潜って礼をする
年齢を隠してつまみ食いをする
落語など聴いて一人の祭りかな

山田 ゆみ葉
セロファンの父すり抜けてすり替わる
蚊柱の訛りに耳はいぶされる
父をさがすメコンデルタのバケツかな
仏さまの歯軋りピシッとドライアイス
うぐいすも陽炎になる野辺送り
斑点は蝶の匂いのがらんどう
聖杯を割ってしまったのはわたし

島根

京都

松原 典子

玉子一個割りほぐす身の始末
正確に家具を並べている薄暮
混濁の部屋に散らばる飼育箱
飯椀を零れ出るかずかずの悪行
たて付けの悪い敷居で轢死する
ありったけの銘々皿に盛る愉悦
その中の一人になれぬ縫いぐるみ

北沢 瞳

岡山

大阪

東尋坊の先端にある蕎麦枕
危険物おばさん一人残される
天井のねずみに聞かす唯物論
洗面器の水に置かれる証明書
明日はまた晴れてなんにも変わらない
貼り接ぐ紫式部が折った藤
抱っこしてあやす失意の赤ん坊
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清水 かおり
逆光の芒をしまう道具箱
兄ふたりゆうれい船という遊び
太陽は並列あんず飴吐き出そう
ずっと なりたかったナイフになった
鳥よ間狂言にめぐらす首はあるか
薄紙の向こうが封じ手の都
背なら背に肩なら肩に水平線

小池 正博
日蝕に触診をする誕生日
浴室に萌黄の犬がやって来る
足跡を一日で消す羊飼い
馬市で虹に見とれる踵たち
拗ねながらストローを二センチ昇る
退廃の日傘の中の目鼻立ち

体臭を忘れたころに城に着く

土佐

大阪

古谷 恭一

「落石に注意」髑髏が落ちてくる
髑髏盃インポテンツをひた隠す
宝くじ買ってきたので胡坐かく
針金を用意しておく仕置き人
節穴に銃撃戦が始まれり
昭和史の閻魔蟋蟀鳴き止まず
宅配のピザ参上す花畑

楢崎 進弘

沖合のザトウクジラやお葬式
鯨より遠く本籍地を移す
それよりも遠いところに柏餅
過労また枕の下の捕鯨船
坂道で転ぶ大福桜餅
須磨寺の余勢を駆って鯨かな
綿菓子を頭に詰めてみたりする

高知

大阪
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田中 博造
球根を躊躇しないで買ってみる
シャワー全開ぬかるみを見るんだよ
恋だろか雲雀は中天から還る
果ての果てです ジャンプ傘畳む
キリキリと弓がしなって父だった
塩壷も味噌壷も薀蓄になった
やわらかな城を創って来た夫婦

丸山 進

京都

瀬戸

内臓の回りに恩がびっしりと
丸顔の動機厳しく質される
逆上り出来ずに死んでいいものか
腹芸をすると見に来るにわか雨
ドタキャンを隣の犬が食べている
検算を何回しても長い堀
許可もなく舐めてはならぬ他人の子

柴田 夕起子

十円をぽとりと入れるカンボジア
家裏で繁殖をする茹で玉子
思い出せ昨日一番赤い色
こぬか雨中から緩む戦闘機
壊れそうな所たいがい音がする
解説は何にもいらぬ豆もやし
ストローで吸う国連事務総長

一戸 涼子

喰いついて世界をすこし甘くする
その琴は鳴らず終いで仕舞われて
声のする理由わからぬ修道院
花束に観察される壁の罅
温度差に開かなくなった蓋がある
エラー警告みんな無視する塩煎餅
睡眠も蜜もたっぷりとる すまぬ

岡山

北海道
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白藤 海
永遠に届かんとして藤のびる
満開のさくらの下に生みおとす
口中に歓喜の雲がながれ込む
千年の熟寝よりさめ大欠伸
ああ五月 血は全力で疾走す
たましいか雲か不安か窓ガラス
監督は胴上げされて宇宙まで
草地 豊子
立て付けが悪くて犬に吠えられる
妊婦より本気になって良いですか
祈らない山羊の散歩に行ってくる
四五人を入れ換えておく潮溜り
捻子一つ笑いが止まらない玩具
御破算の外に零れて探さない
配線は撤去しました自由です

西宮

津山

前田 ひろえ

玉野

松山

投げ返す球からすでに老いている
だらしなく伸びているのがいいのです
歪な月梅雨の児を産みにけり
見渡す限りにある妬心の黄
泣き虫を少し干してから歩き出す
消去法すぐに私がいなくなる
ジグソーパズルの一コが埋まると風になる

井上 せい子

青い花たまに火を吹く恐れあり
胸の谷間に専門家の意見
貼り替えてもらう壊れ物シール
孵らない卵布団の丸洗い
品種改良正直者を入れる箱
巨大迷路のあちらこちらにガムテープ
立ちあおい伊丹十三記念館
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津田 暹
市原

北海道

マスコミの餌食にされる連結器
イチローの打率は越える自給率
喫水線を書き忘れてた日本丸
自己満足で弾けそうマイバッグ
マスカットぱくりと地球最後の日
包丁一本取り巻く銃と盾の数
世界遺産を目指すセメントアスファルト

浪越 靖政

来世へタッチパネルを順番に
守護神を忘れたままの脱衣籠
薄型になって流れていく時間
どこまでがバブルどこからが身内
地下街を出ようとしない梅さくら
ファスナーが噛んで不時着してしまう
ポケットにいつも入れとく噛ませ犬

高橋 蘭

札幌

川崎

流れ藻になり満月を飲み尽くす
缶詰になって血反吐をはいている
会心劇はじまる前の紙兜
舐めつくす死蝋へ日の丸を立てる
焚き火の跡かぎまわっては阿呆陀羅経
監視カメラの向きがかわった髪を梳く
引導の尻尾に紐をむすんでおく

古俣 麻子

竹箒まだ飛べそうに勝手口
こきこきと回すと音のするハート
帰ろかな兄と歌った赤とんぼ
梅雨に入る鏡台はもう磨かない
父の日に雨を降らせに来た単車
取り消しのやたらと多いプログラム
晴ればかり 少し砂糖を減らそうか
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松原 未湖
福井

玉野

東京がマンガチックに散る様子
つるつるを少し残して召されけり
３回並んでチョコレートになるダビンチ展
三毛猫が丸め万金丹になる
マツクイ虫と競う我々の自由
ほどけてないか引っ張ってみる赤い糸
兵隊は美しく死ぬすべからく

前田 一石

流される絵本に森の降雨量
鏡に温度差風があふれ出す
つまずくと変る風景画のマジック
遊び疲れ海の流れが読めぬまま
やれば出来る急ぐにこしたことはない
ひと踊りしている男だねと言われ
道端にズラリと並ぶ電気椅子

田中 峰代

京都

大阪

ゆうべのことはなかったことにへびいちご
饒舌な猫と見ている天の川
よくこける人の背中が真ん前に
涸れ川の深みへ合鍵放り込む
蜘蛛の巣の奥で光っているわたし
こんがり焼けばおいしい男になるかしら
空壜に余った時間を詰めてある

くんじろう

正装の父サイレントフエキ糊
水草の男が絡み合う酒場
サクランボの落ちる辺りから宇宙
遠近法の消失点に止まる蝿
朱を溶いて自画像に打つ返り点
終電のドア閉まるまで植字工
標本されてたまるか水馬
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松本 仁

京都

京都

首のない鴨も自然を目指すと言う
団子虫地球は丸くなくなるぞ
縄文人の足音近づくビルの街
生きものの骨まで洗う月の海
遺棄死体砂漠の町を占領す
群青は地上の色ぞ紫陽花咲く
昼運河覗けばたゆたうおまえの髪

石田 柊馬

青虫や膝撃たれても舌抜かれても
枯野ぞと１００円ライター一万個
うずまきを伸ばす猫科の舌ならん
チューリップの首撫でるべし飯炊くべし
肉食やボストンバッグに鉈入れて
後編は酢漬のビンをまんなかに
静脈や遠い野山を茄子色に

畑 美樹

伊那

岡山

背景に中国大陸をひとつ
前髪をゆらしてやってくる戦車
ぼくたちの周りを跳ねてゆくダリア
ぜんまいを巻く列島に腰かけて
集まってきょうのレタスを食んでいる
向き合ってささやきあってところてん
瓜きざむ舌はまんなかから生える

石部 明

降ってくる水を鋭く裂く刃物
微熱かと聞けば頷く象ハナコ
食いちぎる柘榴のごとき腐乱の父
百頭の馬つぎつぎと月に吸われ
雨の葬具の紫陽花になる
唾を吐き塩を担いで死ぬ行商人
てのひらの義眼を葬儀に連れてゆく
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アクア︲ノーツを読む

それぞれの現在

履歴書と始末書がある社長室

石田

柊馬

筒井祥文

六大家の時代の書き方がいまもこのように活かされてい

る。ちなみに「日もすがら」の句と「長い塀だな長い女の一

生だな 時(実新子 」)を並べれば、筒井の、言葉との付き合い
方とその現在性が感得できる。

以前、横澤あや子の句語に指示性の定着せぬところがあっ

た。下手だからではなく、言葉が纏った意味性と作者の体感

が行き交っていたのだ。ところが数号前から意味が表出され

放っといて良妻賢母の種袋

レジ袋の倒立いまをまっ盛り

盟約の代りにすぐれた鳴戸巻

同

同

横澤あや子

て

川柳」「本格派」と自称してきた一派に少なく、バックスト

る。いま、この書き方この視線からの川柳が、かつて「本格
ロークの同人が書くところに「本格」派の現状のつまらなさ
白昼をあぐねど暮れぬ駐車場

同

同

筒井祥文

見所だ。

れた。三句が川柳的な転換を生かした書き方であるところが

「種袋」などに、〔人間の生のあり方〕という認識が表出さ

と、今号は「盟約」と「鳴戸巻」が対置され、「レジ袋」

手違いがあり屋上は空を見る

がある。

暦日の余談を捨てる守衛室

性を伸縮自在に扱うことで喩とすることが多く、俳句でいう

ころに、言葉についての作者の感性があり、「夕電車」とい

「盗掘」という特殊な事象が「語尾」を「変化」させると

エピソードは襟から気化する夕電車 同

横澤あや子

同

盗掘の穴だから語尾変化するよ

日もすがら風船を見る長い塀

写生の句のような言葉に喩を重ねている。「駐車場」や「屋

生まれた国へ出荷しましょうご冥福 横澤あや子

う時空でのこころのうつろいに、作者の人間観があり

言葉に対する筒井の姿勢は柔軟で、言葉が纏っている経験

上」や「長い塀」に世界の無為を見つめ、「守衛室」に生を

に、死と愛情についての普遍性が書かれた。横澤が、意味と

問うて独自な書き方をしているが、「社長室」の句は、意図
的に客観写生に止めることで一句全体を世界観の喩としてい
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体感の岐路に立ったのかどうかはわからないが、個性的な思

逆転させている。

同

吉澤久良

模索していたが、今号は意味性の表出に接近している。言葉

引き込むのと同じように、兵頭全郎も経験性から抜ける句を

吉澤久良の句語が私物化され、作者のナマの感性に読者を

兵頭全郎

ひさかたの光の底に虚言癖
同

にある経験性と個人的な体験性が、〔意味性重視という川柳

同

血早振神将不定愁訴群
渡辺隆夫

荷を出した部屋に髪一本燃やす

青によし習わぬ経読む葱坊主
同

次に置く足を埴輪に止められる

ヤマト轟沈さぁ竜宮だ慰安婦だ

考が句に現われている。

美味そうに泳ぐ喜び組のショウ

後の見所だが、今号の兵頭は横澤あや子の現在地に近寄った

の伝統〕とどのように折れ合ったり反発しあうかが二人の今

とも見える。筒井・横沢・吉澤・渡辺・兵頭らの書き方の

同

このように遊べるものだったかと、無条件に笑ってしま

様々を、現代川柳の広さと言えるが、川柳には詩と非詩の川

乙姫には鯛長も平目もない

う。枕詞から個人の言葉の現在性を展開できるかと自問する

兵頭全郎

吉澤。渡辺は、近代個人主義から古川柳の書き方へ遡れば、

目の前の指も見えない夜を歩く

柳があり、その現在がこのようにあるのだ。

同

お寺まで続くツツジ科ツツジかな

ちょうどいい春の雨ねとほめられる

同

同

広瀬ちえみ

はこのボーダーラインを見詰めている。

句語の経験性や流通性が象徴化されると比喩になる。兵頭

こめかみで続く絵本をめくる音

「ヤマト轟沈」のあとの人間の性情が見え、「乙姫」をマン
ガチックにうがつことができるという書き方。両者ともに、
句語のエネルギーが光っている。「青によし習わぬ経読む葱
坊主」には、流通する言語からのいくつものズリ落としがあ
り、「美味そうに泳ぐ喜び組」に、生臭いオチョクリと煽り

そうですかあなたの根っこも毒ですか

がある。
吉澤久良

同

渡辺隆夫

同

ぬばたまの夜桜ゼラチン質の舌

水槽でパクパクしてる急がんか

意味性を書く川柳の多くが、それゆえに言葉の経験性、つ

朝方と夕方という方角よ

甕棺の中や涼しき波の音

この二人、 仙台で、エネルギッシュな「虚」があるはず
験性から開放されており、渡辺の句語は経験性に依拠しつつ

だと感じていただろう。書き方は対称的だ。吉澤の句語は経

in
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の経験性や流通性を活かして 主(意を比喩化して 、)人間の生
態を明るみに出そうとしている。「朝方」「夕方」の「方」

ことでマンガのような川柳を書くのと比べれば、広瀬は言葉

辺隆夫の方に属しているが、渡辺が作者の存在を遠くに置く

いる。吉澤・兵頭・横澤の句語から見れば、広瀬の句語は渡

まり比較による比喩で成ることを、広瀬ちえみの句が見せて

落語など聴いて一人の祭りかな

年齢を隠してつまみ食いをする

式次第門を潜って礼をする

一日の とにもかくにも箸を置く

行先はどっち 大きな靴履いて

る。柔らかで付き合い易い七句だ。

同

同

金築雨学

同

松永千秋

トを放り出すようなスケールの大きな樋口由紀子を感じさせ

同

樋口由紀子

家の書き方は総括されぬまま時の変化に潰えて行くのだが、

方面へは、ひややかに接すればいい時代なのだ。実際、六大

六大家の遺産を食い潰して結社の員数拡大に汲々としている

六大家の時代の書き方が発展的にこのようにある。もう、

という言葉で、我々は時間の概念を分けたり記号化しなが
ら、命つきて「お寺」のお世話になるまで、「ツツジ科ツツ
国境を越えると水はうなずいた

ジ」などと分類し「続」けている。
二宮商店街まで水運ぶ

松永千秋

スコップはまだ手つかずのフルコース

まだ、このように表出する必然も指向も有り、

同

同

同

同

もう少しモナカのアンでいるつもり

郵便局の曲がり角から水は来る

水馬の脚は仲間に入れない

金築雨学

順番に水をかぶって笑いあう

号の樋口由紀子は軽く往き来している。「水」という言葉が

手ぬぐいをきちんとたたむ新子の死

が開いたのではないか。そして抽象語「水」と具体的な「水」

いる。

リアリズムと川柳性の融合を、我々はこのように受け継いで

筒井・横沢・吉澤・渡辺・広瀬らの言語感覚の違いを、今
意味と非意味の両方にあると思ったとたんに、樋口に突破口
があると認知したとき、「水」の体感を生かしつつ、意味と

省略法の究極まで行って［句語として据える］肩の張りを感

のこのような付き合い方は以前から樋口にあったが、ときに

うぐいすも陽炎になる野辺送り

仏さまの歯軋りピシッとドライアイス

父をさがすメコンデルタのバケツかな

セロファンの父すり抜けてすり替わる

同

同

同

山田ゆみ葉

も比喩とも自在に付き合う余裕を得たと感じられる。言葉と

じることがあった。それが「水」によって、ポンと、テクス
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天井のねずみに聞かす唯物論

東尋坊の先端にある蕎麦枕

ありったけの銘々皿に盛る愉悦

飯椀を零れ出るかずかずの悪行

玉子一個割りほぐす身の始末

同

同

北沢 瞳

同

同

松原典子

いるので一句の屹立感が強く「東尋坊――蕎麦枕」など冷静

ーへの自己信頼から書いているが、句語から自己愛を離して

象化して、知的に相対化しつづけている。北沢もリアリティ

ゆく過程が見える。

見る感があり、句語から見れば、喩が対自から対他を含んで

句は「水」というものと「証明書」の重なる視線がいかにも

な自己対象化が喩のエネルギーになっている。「洗面器」の

北沢瞳は自己の日常性を一人の人間の生という観念から対

洗面器の水に置かれる証明書
山田ゆみ葉もリアリズムに立って喩を求めている。飯田良
祐の自死への思いを書いて (号 以)来、句語の比較によって
喩が確定されているのだろうが、「うぐいすも陽炎になる」

現代の川柳であり、「目と口が映った水は捨てるべし 樋(口
由紀子 」) ウ(エブマガジン「週刊俳句」６月３日号 と)並べ
ると、読者がどちらの句に自分を見るかなどを思わせて面白

という表現は、こころが喩になる現場を感じさせる。当面、
「すり抜けてすり替わる」「メコンデルタのバケツ」「ピシ

清水かおり

い。

ドイ書き方が続きそうだ。川柳界には並列を安直なリフレー

じるが、「間狂言」は劇の継続や断絶や転換を示すもので、

清水かおりの句のうしろには，いつも現代人が抱いている

劇の進行に無ければならないが劇の主たるところと立場も地

喪失感があり、喪失感から読むとナンカイの感が消える。

松原典子は日常性に外側へのトゲを重ねて生の証しとして

位も違って軽い。あらゆるものやことがシステム化している

ンにしてウケを狙う作者もあるが、山田はリアリティーにこ

いるようだ。「玉子一個割りほぐす」「かずかずの悪行」

現在、ほとんどの人間は、ものやことの流れの連鎖のなかで

だわることで良質の喩を引寄せるところに居る。実父の死を

「盛る愉悦」、これらの表現にはリアリティーへの自己信頼

取替え可能な位置に居る。主たる方向性は誰にも無く、そし

「鳥よ」の句は職業生活でのエアポケットのような気分を感

があり、作者の像を離して読んでも、句に、外側へ向かうエ

て我々は無遠慮に方向を示す全体主義の出現を怖れながら、

ネルギーがある。本誌の 冊に松原の作家的道程を振りかえ

書いた多くの川柳に個性的な句が加わった。

鳥よ間狂言にめぐらす首はあるか

ッとドライアイス」などの、一句に複数の喩を並置するシン
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れば、松原と川柳の関係に能動性が濃くなるドキュメントを

19
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あの「目鼻立ち」は「日傘の中」でどこへ行ってしまった

するものの「中」で「退廃」する我々のこころ、世界が貼り

地上の様々な連鎖の「間」で、「狂」の「言」を発しつつ

付いている。

のか、という感慨や感懐だがーー。強い定着感のある「日

清水かおり

傘」から読み返せば、明るくて華やかで、風俗や流行を象徴
同

日々を生きているのだ。「鳥よ」と問い「首はあるか」と問
逆光の芒をしまう道具箱

うところに生の重量が込められている。
太陽は並列あんず飴吐き出そう
同

体を採り、小池は徹底的に作品をテクストとして自立させて

ィーは濃厚だ。清水は作品のどこかに自己の存在を込める文

清水かおりや小池正博が見つめている世界、そのリアリテ

薄紙の向こうが封じ手の都
「道具箱」は、「逆行」の心象風景を「しまう」ための身

いる。清水・小池、そして渡辺隆夫のそれぞれの文体に、現

古谷恭一

中にある妥協や慰めの方法だろう。「あんず飴」の味は「太

同

陽は並列」直下に生きる甘くて酸っぱい日常性。「薄紙の向

「落石に注意」髑髏が落ちてくる

同

代川柳の作者と作品の、知的で恣意的な関係が見える。

髑髏盃インポテンツをひた隠す

こう」に個人の思い、個人の描く「都」があるのだが、それ
は未来永劫、明日を今日にできぬ内実、虚と実の往還なの

宝くじ買ってきたので胡座かく

生を享けてから今日に至る作者の生が、作品に反映すると

小池正博

いう大雑把な正論から見れば、三句には古谷の人生観が覗わ

日蝕に触診をする誕生日

だ。
これまでの生とこれからの生を思う「誕生日」には、宇宙

の場合、世界と自己との関係を書くことが予定されて、そこ

「宝くじ買ってきたので」「胡座かく」という居座り。多く

や星の運行や生殖などの神秘的な感慨があって、自身の命運
小池正博

れる。いわば、このように不安定で先の暗い生と、そこで

浴室に萌黄の犬がやって来る

や病んでいる世界を宇宙に問うような気分になる。
「浴室に」来た「犬」は「萌黄」色であり、若くて俊敏、

いる。だが
宅配のピザ参上す花畑

古谷恭一

粗暴だ。「シャワー止めて肉片さがすこと一寸」 渡辺隆夫
へ落ち付くのだが、古谷恭一はとりわけ、ここへ、いわば
(
)
を並べたくなる句だが、「犬」という措辞はなにやら、公安
「落とす」ことをもって長年、自己の情念や存在を確認して
小池正博

や刑事に重なり、素肌を寒がらせるとの感もある。
退廃の日傘の中の目鼻立ち
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は怪訝な感を抱かせるが、宙に止まっている奇妙な感覚はこ

分裂状態の句だ。作者にとって未完、予定調和を望む読者に

と推察する。「躊躇しないで」「ぬかるみを見る」ようなキ

に主題があって、あいだで屈折させるべき事情があるからだ

「ジャンプ傘」などの語を、曖昧だが喩と感じるのは、遠く

「球根を躊躇しないで」「ぬかるみを見るんだ」「果て」

同

の句のエネルギーでもある。「落としどころ」と世俗的な

ツイ現実が、「果ての果て」のなにかを「ジャンプ傘畳」ん

果ての果てです ジャンプ傘畳む

「共感」から脱する転機の句だとすれば、先物買いになる

で浴びるようなここちだと感じさせている。ひさしぶりに博

は、「落とす」はずの予定の場所がない。宙に止ったままの

が、新境地は「言葉」との新しい付き合い方を示すことと思

丸山 進

造が心的現実を書いたが、現実をもっと高度に抽象すれば、

われる。
楢崎進弘

緊密なメタファーを得られたのではないか。

沖合のザトウクジラやお葬式

典型的な二物衝撃と感じるが、社会に生きる人間の生と、

逆上り出来ずに死んでいいものか
楢崎進弘

〈機知〉を瞬間的に固定して伸びやかさを感じさせぬことだ

が多かった。その特徴は、ユーモアであれウイットであれ、

丸山の川柳は、外部状況と個人のこころの関係を書くこと

「沖合い」に居る「ザトウクジラ」の生の対比がこの句の意

同

味であり、これを説明するかに
鯨より遠く本籍地を移す

楢崎進弘

った。そこに現実の塩っ辛さ、作者の世界 人(間 観)があった
が、今号の七句には外部状況が減って、こころがクローズア

それよりも遠いところに柏餅
綿菓子を頭に詰めてみたりする

が並んで、生の疲労がじわっと滲む。この情緒が

ップされた。句集『アルバトロス』 ２(００５年刊 に)集約さ
れた視線や技法からの進展は、右の句でさらに新しい展開に

に落ち着く。いわば、ゆるい連作的叙法だが――やはり、予
定調和を読まされる焦燥感がある。われわれは多くの場合、

丸山 進

移ったのではないか。

腹芸をすると見に来るにわか雨

受動的な生を送っているが、その感慨とその情緒だけをクロ
ーズアップして川柳に書くだけであれば、率直に言って、淋
田中博造

感傷や情緒とむすびつく世界であり、丸山はこれを踏まえつ

情緒で、距離がある。「にわか雨」という気象の変化もその

現代に居る我々に、「腹芸」は前近代特有の感傷や人情や

球根を躊躇しないで買ってみる

同

しい。
シャワー全開ぬかるみを見るんだよ

20

円」が「カンボジア」と響きあう。

同

一戸涼子

つ、現在では「腹芸」が時代に沿わずに捩じれてしまうこと

声のする理由わからぬ修道院

その琴は鳴らず終いで仕舞われて

柴田夕起子

を迫るのだ。

の、「花束」と「罅」の、何だか落ち着かない現実感の共有

一戸涼子

同

花束に観察される壁の罅

なる。この叙法の強さが

の句語に強い定着感があり、句の示す状景の主体者に読者が

経験がなくても経験したかのように感じさせる二句。個々

を書いている。そろそろ降りましょうか、とでも「にわか
丸山 進

雨」が言いそうなマンガチックな捩じれだ。
ドタキャンを隣りの犬が食べている
「逆上がり」「腹芸」「ドタキャン」など、現実を抽象し
て現代人の態様が見つめられている。丸山は外部状況よりこ
壊れそうな所たいがい音がする

ころへの興味を膨らませている。たのしみだ。
解説は何にもいらぬ豆もやし

永遠に届かんとして藤のびる

白藤 海

の句とともに、一戸流の骨太なサスペンス。

しまった、あの程度の餌に引っ掛かったかと、「壁の罅」

一戸涼子
同

喰いついて世界をすこし甘くする

ストローで吸う国連事務総長

筒井祥文の「社長室」の句のように、柴田夕起子は肩のち
からの抜き方をこころえている。これらの句に、日常生活と

神や運命などの超越存在があっけらかんと捉えられてい

暮しの中での諸感情の優位性を読むと、少しすれ違いの感が

る。一戸のユーモアは人為的でヒッチコックのような恐怖だ

同

ある。このように川柳眼 ア(イ が)あるという、川柳観が前面
に出て書かれた感があるのだ。だから、肩のちからを抜いた

が、白藤は人知の及ばぬ不可思議を創っている。

監督は胴上げされて宇宙まで

川柳らしさを楽しむ三句と言えよう。「豆もやし」の句は一

白藤 海

草地豊子

姑の言葉であれば、具体的でおそろしさが倍化する。しか

妊婦より本気になって良いですか

かせるようなコワイ感情が人間にある。

人為的のようで、実は「生みおと」してそのまま自然にま

満開のさくらの下に生みおとす

歩間違うと説教臭や武者小路実篤の絵のような単調さへ滑る

柴田夕起子

のだが、柴田の川柳観はほとんど身体化されているので、説
教臭や人生訓とは無関係。
十円をポトリと入れるカンボジア

何に入れたのかを読者に預けながら「カンボジア」という
強固な指示性がある。読み終えて句の頭に循環するとき「十
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草地豊子

も「いいですか」ではない「良いですか」だからコワイ。
配線は撤去しました自由です
これもコワイ。「自由です」と言われて、どうしていいか

の余地なく恐れ入るよりないではないか。マイッタマイッ

一戸・白藤・草地・前田は、川柳の歴史が胚胎した川柳的

タ！

井上せい子

青だったか緑だったかの薔薇が開発されて、保守性からそ

青い花たまに火を吹く恐れあり

カイブツに触れて、句を書いているのだ。

れを受け入れなかったと聞いたことがある。「たまに火を吹

草地豊子

人間をなにげなしに「入れ換え」る超越的なちからもコワ

く恐れ」が「青い花」と結び付くところに句意があるのだが

四五人を入れ換えておく潮溜り

わからぬ現代人。

イ。一戸・白藤の句に、人間の生態をうがつ悪意のごときも

「たまに」「恐れあり」とダブルと「恐れ」は表現力を弱め

は、「専門家の意見」と「胸の谷間」の両方の句語に存在感

井上せい子

が在って、えっ？ 何っ？と立ち止らせる句。

胸の谷間に専門家の意見

ていないか？ 逆に

のが感じられるが、草地の句には悪意が無くて、無意識界か
前田ひろえ

らごく自然に出て来たかの感がある。
歪な月梅雨の児を産みにけり

辞も押しつけ具合も強引さが徹底されてコワイが、痛快。本

この句「歪な月」が「梅雨の児を」「産みにけり」だ。措
誌のはじめの頃、前田ひろえはその大きな人柄から実際の事

井上せい子

は、ものとことが、意味的にも感覚的にも引き合っている。

孵らない卵布団の丸洗い

今号の井上の七句は、作句の過程のどこで突き放すか――に

象についての感慨を骨太に書いていたが、その強力な裁断法
を持ってこんなコワイ虚構を展開するに至った。何かの主題

差が見える。

前田ひろえ

津田 暹

おもしろい。かつて「長島でも三割だ」という言い方が流

イチローの打率は越える自給率

違いが現われるところだ。

「立ちあおい」の句語が動くか動かないか、読者の意識の

井上せい子

を伝えるための虚構ではなく、コワイイメージを書き切って

同

立ちあおい伊丹十三記念館

いる。現実状況への自己表現が棚上げされたのではない。作

投げ返す球からすでに老いている

者の世界 人(間 観)に、こんなコワイことが有り得るのだよと
いう思いが動いたのだ。もちろん現実の切り取り方は冴えて
だらしなく伸びているのがいいのです

と、事象を個性的に喝破している。こう断じられては、反論
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高橋 蘭

しまう。「守護神」の句は「脱衣籠」にある空虚感が捉えら

流れ藻になり満月を飲み尽くす

同

行ったが、津田がこの先もこのレベルの発想を書きつづける
津田 暹

同

「流れ藻」「かぎまわっては」などの情念を纏う句語に求

焚き火の跡かぎまわっては阿呆陀羅経

心性を添わせるには、どのような方途があるだろう。句語と

看視カメラの向きがかわった髪を梳く

れている。

自己満足で弾けそうマイバッグ
同

のかどうか？
世界遺産を目指すセメントアスファルト
主題との位置取りや距離が定まると、川柳らしさが強くな

今号は、津田と川柳との現在の位置取りが明確になった。
る。マスコミ川柳やサラ川に稀に立ち止らせる句が有るの

「飲み尽くす」「阿呆陀羅経」が情念を過剰説明して、共感

句語との関係性に予定調和があると、その情念が一般的な世

への落としどころ、つまり調和をもたらせてしまっていない

俗性にとどまってしまう。四十年も前には、世俗的共感から
浪越靖政

か。逆に「看視カメラ」と「髪を梳く」の関係にはこころの

は、この位置取りがしっかりしている句だ。しかし、川柳で

同

書く位置取りが定まると、読者対象をも限定することが多
来世へタッチパネルを順番に

同

個性の表現への転換が川柳人の課題だったのを思い出す。

守護神を忘れたままの脱衣籠

ありさまが抽象され、それが表面的には淡々と書かれている

い。津田が直面している問題だ。

薄型になって流れていく時間

同

越流の川柳眼（アイ）が今回は時間の経過に向けられたと感

こきこきと回すと音のするハート

竹箒まだ飛べそうに勝手口

ろへ状景も絞りこまれている。

同

同

古俣麻子

ので、句の存在感が強い。監視ではなく「看視」であるとこ

どこまでがバブルどこからが身内

じられる。なかで「薄型になって」がもっとも含みが多く

帰ろかな兄と歌った赤とんぼ

他に「出ようとしない」「いつも」という句語もあり、浪

「流れていく」実感が強い。「どこまでがバブル」は「バブ

「まだ」「兄と歌った」と、過去の時間や思いが現在形で

ル」の及んだ範囲を思わせるが「どこからが身内」と、日常
性に読者を引き込んで見事。「駆けつけてくれたは金のない

ており、「回すと音のするハート」も時間の経過についての

読者に預けられて、過去への感懐と現在への感慨で句がなっ

身内」 定(金冬二 を)思い出すと共に、二十世紀後半の我々の
日常生活に「バブル」という現象がもたらせた功罪を思って
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たよ、という感なのだ。古俣の川柳を待っているものは、も

やら情念の突起を抑えるような感がある。軽いところで書い

思いが感じられるが、これらのシチュエーションには、なに

やれば出来る急ぐにこしたことはない

遊び疲れ海の流れが読めぬまま

て、ユーモラスなマザーグースだ。

同

前田一石

急転直下の感で出現。選りに選ったデジャ・ヴュが据えられ

毛猫」「丸め」とマ行の音で繋ぎ、同じＭ音の「万金丹」が

「流れが読めぬ」という感慨に、軽い恨めしさや少しやけ

っと濃厚な、他者の入り込む余地のない情念であり、それに

くそ、諦観などの感があるが、訴えの感がないので、イヤミ

圧倒されたいはずである。そこで只今現在の情念を展開して
ほしい。軽い方向へ転換する意図があるのなら、古俣らしい

に向けられているからだ。「急ぐにこしたことはない」とい

ライトバースが出現するかもーー。古俣も岐路を意識してい
松原未湖

がない。恨めしさが他へ向かわずに、いうことを聞かぬ脚腰

東京がマンガチックに散る様子

う言葉も、ほとんど自身に向けられているようで好ましい。

るのだろう。
同

むろん前田はイジワル爺さんではないけれど

つるつるを少し残して召されけり

「東京がマンガチックに散る」との意味があり、「散る様
リアリティーが薄まった。渡辺隆夫なら、東京のイメージを

も「やれば出来る」も表裏の表現で、「電気椅子」の句に

顔のクローズアップなどを思わせて、実は「流れが読めぬ」

は凄いブラックユーモア。自身へも世界へもニヤッと笑う笑

前田一石

モロに突き出して、「様子」という距離感は書かないだろ

道端にズラリと並ぶ電気椅子

う。「つるつる」の意味性が読者に預けられているものの、

饒舌な猫と見ている天の川

は、街路を行く長い孤影が見くる。

子」に句の主意があると感じられるが、「様子」と説明して

像や感官へ収斂しづらい。意味性が拡散しているのだ。どの

田中峰代

ように方向指示するかのところに主意があり、リアリティー

この「天の川」の用法は俳句と共通するが、「饒舌な猫」

読める。「天の川」は感慨と読むより、何ごとかを胸に秘め

ぬ饒舌があり、届かぬ「天の川」がそれを受けとめていると

を作中主体の喩と見ると、何か、誰か、に向かって声に出さ

「三毛猫」の生態を知っている読者に「丸め」までが理解

松原未湖

できても「万金丹」には繋がり難い。にもかかわらず「万金

た人の孤独感に繋がっている。そして

三毛猫が丸め万金丹になる

がなければならない。

丹」は、これしかないと感じさせるほど存在感が強い。「三
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の「よくこける人」への積り積った感情が「饒舌な猫」とい

反映が多量に含まれている。「たゆたうおまえの髪」は「昼

に松本の心的リアリティーがあり、諷刺の句よりも世界観の

で句の屹立感が強い。「群青は地上の色ぞ」という強い断定

の句語には、モノローグの感が強くて相互依存性が少ないの

う喩を書かせたのではと感じられるが、この句、一句独立の

運河」の気だるさと重なって、句語の堅固な句だ。

田中峰代

立前で読めば、情感が加不足なしに表現された佳作である。

よくこける人の背中が真ん前に

思いの抽象された喩が虚構になる書き方の典型的な川柳だ。

サクランボの落ちる辺りから宇宙

水草の男が絡み合う酒場

同

くんじろう

田中峰代

同

涸れ川の深みへ合鍵放りこむ
「涸れ川」「深み」のイメージが鮮明で、同じ意識、同じ

同

じろうの世界観があり、そのような世界に対して「朱を溶い

「水草の男が絡み合う」や「――辺りから宇宙」に、くん

朱を溶いて自画像に打つ返り点

松本 仁

標本されてたまるか水馬

同

認識であったはずが、いつのまにか食違ってしまったと感じ
首のない鴨も自然を目指すと言う

させる。「合鍵」は破棄されてしまったのではないーー。
遺棄死体砂漠の町を占領す

号

て――返り点」「水馬」などの自己表出があり、個々の句の

焦点が鮮明だ。振りかえって見ると

諷刺は、言葉の相互依存性に拠ることが多い。しかも、句
意がはっきりと有るので、句語が概ねのところで一般的な象

ローソンへ真水を買いに菊之助

仏陀から乳房もぎって粥を炊く

徴性に凭れる。近代的な個我や実存的な意識から見れば、作

同

同

者の存在は一般性へ拡散するということになる。これを踏ま

号
欄間から一万匹の子蟷螂

絹製の内臓模型数え歌

同

えて松本は、自身の社会思想や世界観や美意識の展開と諷刺
の融合を志向して、一時期の社会詠の前衛に位置したが、

ぱふぱふとはたいて丸い生殖器

などコラージュの手法で世界の猥雑さを書いた句がある。く

と、そこにある猥雑な社会の質への共感と批判のアンビバレ

「首のない鴨」や「遺棄死体」が 町｢を占領 す｣るイメージ
に、環境問題や戦争の恐怖を貼り付ける書き方を、今も健在
松本 仁

ンツな視線がある。この二つは多くの抽斗に、近、現代の風

んじろうには、自分はこんな世界に生きているという視線

群青は地上の色ぞ紫陽花咲く

同

だと過去形で言わねばならないことを――仁よ！
昼運河覗けばたゆたうおまえの髪
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18

17

俗史的に保存されている。今号は、そのような星の現在に居

己検証するテコとなることがある。まるで渡辺隆夫のいうマ

知っているかもしれない。一句を書く時に、それが現実を自

時代や風俗や日常性を象徴するものとしていろいろな言葉を

ンガのような句だが、庶民のこころに在った人情と、時代の

る人間、という感を持って書いたようだ。世界の猥雑さを
畑 美樹

徐々に整理しているのか、スケールの大きな視線である。
背景に中国大陸をひとつ

変遷を見事に甦らせている。

石部 明

同

食いちぎる柘榴のごとき腐乱の父

前髪を揺らしてやってくる戦車

同

同

石部は、虚構を濃厚な心的リアリティーの空間にする名手

唾を吐き塩を担いで死ぬ行商人

ぜんまいを巻く列島に腰かけて
自分と、取り巻いているものやこと、を知覚している自
分。取り巻いているものやことには、過去や未来の時空も含

となる。今号の七句には、石部明の虚構が、現代川柳にもた

石部 明

らせたものの質が並んだ。その中での「雨の葬具」の七七音

降ってくる水を鋭く裂く刃物

を、見たと書いて、作者の心性をも感じさせるが、畑は、外

は、五七五であれ七七であれ、短い言語空間に展開すべき内

なのだ。これが刹那的な感情となると

と自己とを等価のように並列させる。これがここちよい。近

まれており、畑美樹は外在物と自己の関係性を並列的に書く

代的な個我の意識を軽く離れていることがここちよさを感じ

実の拡張を量 測( っ)ているかに感じられる。人後に落ちぬ異
化の名手、その神経が、リズムに関心を向けたのだ。

書き方の名手だ。すぐれた写生の俳句が、ものやことだけ

させる。「中国大陸をひとつ」「背景に」といい、「前髪を
ゆらして」「戦車」が「やってくる」といい、「列島に」軽

石部 明

く「腰かけ」る。いわば重量を等量にする［虚］の空間に、
世界を観ている畑の感性が展開される。
雨の葬具の紫陽花になる

石部 明

七七音の採用に、新しい何かが感得できたのか？
微熱かと聞けば頷く象ハナコ

大正時代に金春色というモダンな青色の染色が流行した。
同人に当時を知る世代は居ないが、くんじろうや石部明は、
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石部明選

八戸

京都

横 澤 あや 子

京都

山 田 ゆみ葉

筒井祥文

遮断機や去年の夏をひっぱたく
椋鳥が群れる 加わらねばならぬ
綻びは舐めてしまおうきなこ餅
じんじんと地鳴り剥がれてきたラップ
定石通りいじめてみたい鬼あざみ
身ごもったかもしれぬぷにぷにの殻

釜めしの鶏となっても展開図
まうしろは演技派ぞろいのスプラウト
鴇色と焦げせんべいのせめぎ合い
帰るのは午睡のままの鍋の耳
楽観におしろい塗って嫌われる
唇もとを短日植物行き来する

美しく咲けど二三も六ならず
置き傘のゆくえや解雇無効説
弁慶の寝床を畳む第三者
明烏道州制を履き潰す
和英辞書欄干越しにやゝ斜め
登記所は明日にも猫になる気配
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捺印と署名を終えて西の空
逆光の鼻梁にドクダミが伸びる
鍵穴に詰まってしまう靴の音
肉球で混んでおります芝の青
ソプラノに乱れてからの鬼ヤンマ
八月の水を叩いている「九条」

景品の皿で笑っている魚
飲みかけの缶コーヒーを蹴り上げる
くつ下のあと７ミリを履きなおす
カナリアの王が手招きしています
降り頻る地面がおもちゃ握りしめ
背骨からバウムクーヘン取り外す

星のない空を左官が塗っている
先染めの花火に白い天花粉
銀河から零れた姉さんのジルバ
Ｂ反の札ぶら下げて螢川
バイパスを通す深海アパートへ
いい子だなお前一人を死なせない

平賀胤壽

兵頭全郎

くんじろう

湖南

高槻

大阪

鬱に効く通販の核シェルター
花にまみれ楽しいやら魂しいやら
目が覚めて青木ヶ原の大笑い
前から後ろから愛される第九条
第九条に京都の九条ねぎ刻め

やまもも

楊梅の枝折れやすく首縊り
追跡に加わっている大司教
女医の眉 ゴム手袋が外れない
屋根裏のダッチワイフが目を覚まし
遊園地僕ら金属疲労して

かさついた足で障子の戸を開ける
コンセントは古い箪笥の裏っかわ
白塗りの手で開けてやる桐の箱
甘酸っぱい汁に漬かっている画鋲
蜂の巣の下に布団が敷いてある

高知

神奈川

古谷恭一

枚方

渡辺隆夫

北沢瞳
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美丈夫の腐り果てたる島の熱
お針子のうなじに映る春の波
ぐねぐねの空には画家の針葉樹
惑星に繋ぐ生命維持装置
輪廻転生夜の雨粒になる
会議室半熟玉子できあがる
ざわざわと毛細血管あとずさり
雨やんで仮眠の犬が立ち上がる
元栓を閉めて心地よく縮む
続柄の欄には花と書いておく
ぞろぞろと虫の這い出るのぞき穴
歯の抜けた挨拶をする上にぎり
スカートにスリットのある春の丘
街灯が点滅をする単語帳
靴下の穴で汽笛が鳴っている

重森恒雄

井 上 しのぶ

岡山

彦根

大阪

神奈川

松原典子

久 保 山 あ いか

馬鹿にはならぬ透明袋の告発
艶聞の一部始終に死守のあと
後頭部にまだ繋がれるイージス艦
黴の臭いうっすらと偽証の波
冷蔵庫出て静止画像の卑猥

富 山 や よい

箕面

京都

札幌

中川一

松山

進藤一車

井 上 せい子

割箸が裂ける土壇場だと思う
あじさいの取り繕った彩変り
火葬場のコオロギ他人の気がしない
足踏みオルガンをわし掴みする股関節
古書市へ腕一本を掘出しに

表札をはずすニクロム線を巻く
記憶箱なんてうっかり伝導師
こむらさきあなたが誰か知っている
次女なれば父のいやがるフラフープ
白濁の真昼回送車が通る

新月のドームを抜ける東歌
かげろうよこの属国の防人たち
バンザイのこもる日米、日独伊
墨塗って九条二項 ポルノグラフィ
たま
花は薄墨 鉛の弾丸は残りのひとつ

聖域のあざみに配当つき保険
街路樹が騒ぐ大型冷蔵庫
珈琲に異常気象を二三滴
シーソーで遊ぶ水鳥と平和
ど や ど や と 来 て紫 の月 にす る
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お疲れさま きれいに枯れた庭の松
二次面接タオルで水気取っておく
七重八重わたしを巻きにくる香り
船は入江にコリはドラムでほぐれます
次頁へ隠れ更衣のキタキツネ
分娩室 思想なんかは持ってない
赤ん坊 尻から沈め泣き止ます
バナナの種は朧に感光紙
くきりと首前方に折れる影
空っぽの薬缶に夜を詰め直す
春ですね春なのに春だから なに？
照れくさく羽織るコートのさくら色
ヒカリモノ着けてなんだか上の空
鈴生りの幼児無敵の春をゆく
菊などで囲まないでと死者の声
どうしても滝になれない人といる
紐の先 犬はどうしていいのやら
包丁のあたりは低くなっている
もうひとつあると思っている男
馬二頭 馬は光を食べている

田中節子
神戸

東京

津山

矢島玖美子

滋賀

草地豊子

徳永政二

峯裕見子

泉紅実

柴田夕起子
渋滞に乳母日傘も立ち上がる
地平線行ったり来たりアイマスク
冷えてゆく夕顔の首撫でてやる
ちちははの欄から釘は抜けなくなる
スプリンクラー回るかどうか確かめる

岡山

大津

京都

岡山

春の潮ポンポン舟に犬と乗る
春闘は遠くよろよろ父が立つ
「結婚はしない」を綿レースで囲む
いかなごの鍋が集めている光
まあまあ落ち着いてと地図帳渡される

次の角曲がると待っている美談
悪役が笑うライトを浴びながら
なんとなく春の部分をよけている
口数の少ないヒーローを囲む
金紙の折り鶴角がずれている

江尻容子

しげしげと見つめられては腐る桃
塩漬けにされてしまった土踏まず
誰も知らない表札の裏の浪
まん中に川が流れている食卓
神経をふるわせこんと咳をする
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津田暹

前田芙巳代

畑佳余子

前田一石
風が吹いてきた胃腸薬を買いにゆく
朝五時のシートベルトよ風の音
やがて狂う春の小川の水不足
ノーヒットノーラン三両目に乗り換える
階段の上下はびこる誤字脱字
土佐酢漬け舌を三枚に下ろす
野ざらしの中古車風邪をこじらせる
後ずさりのかたち組立てられてゆく
声のない動物園の息づかい
竹の秋ゆっくり朽ちるすべり台
風はあくまでも闇になだれ込む
ふたつめの秘密に長い寺の塀
どうしても思い出せない死の感触
解決をした筈だったジャンプ傘
忘れてしまうのは絆と針供養
ケータイも湯剥きにすると食べやすい
借金の匂うメロンを食べてみる
老人の股間に生えてくる綿毛
老斑の月には遠く日に近く
起立したまま天国に行ってみる

玉野

岡山

姫路

市原

尤な話の後で立毛する
細胞が雪崩れる都をどりの頃
薄暗い部分を掃いて待つ時間
体のどこも予定がいっぱいです
影を整理し昨日までの手ざわり

山本忠次郎

東京

玉野

札幌

相模原

高橋蘭

滝正治

前 田 ひろえ
尋ね人捜して波間をゆくウォーリー
今日明日とくすぐられても咲きません
切羽つまってタコ壷の蛸追い出しに
平壌はその角を右に曲ったところ
コンビニがふるさとになる午前二時

罪人の鼻腔で除湿器が揺れる
越前水母連れて澪標を逸れる
黒猫が横切る探偵が殺される
葉桜がバーボン呑んで暴れ出す
産院の窓から夕陽が出て行った

沸点をさばく青菜の灰を抜く
蝙蝠のバサリと動き出す視界
足のつぼ踏んで渇水期を満たす
ペンペン草 不在地主の喉仏
認知症前夜も納豆をまぜる
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先決のウサギとカメを走らせる
折れている方をススキということに
しらばっくれているから重い方あげる
顔のない花子集めるオークション
はじめから疑惑は紫陽花にあった
靴下をはき替え姉と入れかわる
閉店と札の下がっている手足
お豆腐をぐしゃり常套手段です
干上がってしまった棚のかすれ声
散らかっているのはおとうとの尾ひれ
古書店で冥王星と鉢合せ
てにをはが成る樹の下で生まれた子
しょう油味みそ味笑って死ねまする
寺町の貘が漢方胃腸薬
電池交換ここがお前のおへそだぞ
一寸先の闇へ落してきた指紋
臍で沸いたのは露天風呂の月
毒食わば皿大盛りの処方箋
千里の道の一歩へ傘をさしかける

三歩下って師の影に蹴つまづく

松原未湖

西 村 みなみ

岡崎一也

東 おさ む

福井

倉敷

岡山

岡山

ゆるやかな老いがじんじんヒカリゴケ
一人降りなければ船は沈みます
大太鼓戒厳令のように鳴る
判決の主文は沖でたれ流す
かぎかっこ字あけ読点遊び好き

きっかけはラジオだったと打ち明ける
柱にもきっちり口止めしておこう
油断してふっと男の傘にいる
譲れないものが無頼の父にある
手探りの会話が遠いわらび餅

遮断機を抜けて玉子の殻をむく
口止めに弱い男の絹豆腐
マロニエの枯れ葉と届く他人の訃
お静かに今宵ミサイル撃ち上げる
能面のように食べてる桜餅

無呼吸症候群 猫の夢
しっかりと指の間も愛します
回転寿司で立ちくらみ朧月
排泄が歩き出して行く布団から
立て付けの悪いこころで歩き出す

北海道

岡山

西田順治

谷智子

倉敷

北海道

木口公遊

宗村政己
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柴田美都
福岡

岡山

岡山

加古川

山本美枝

藤成操江

斉藤幸男

八月の亡母が赤児のように哭く
ねえさんは逆立ちばかり夏は来ぬ
蚕豆が笑い続けるふくらはぎ
裏側にまわればみんな枯れている
川のまわりも花のまわりもお化けだわ
バリアフリーに改修される虹の橋
一隅に棲む魚の眼が衰える
胃ぐすりを入れた財布を盗まれる
とび跳ねて吊り橋渡る成金や
整骨医のなりをして現われる亡父
点滅に気付く夕陽の黙り癖
排水が漏れる歪な蝶結び
行き暮れてまた貼り直す楷書体
バンザイの形が好きでトルマリン
不用意に凭れて傾斜深くする
ばばさまの貌をしてひがみっぽい猫だ
ポケットでくちゃくちゃガムを噛む佛
ヤイノヤイノと締切りコンロ磨き上げ
反逆として雑草を取りかこむ
勝負グッツ荒けづりの佛をにぎり

もう少し触れずに待とう茄子の首
大股で決める陣取り合戦か
ケンケンパー終わりが見えるまで進む
七つの子やがて六十路の坂で泣く
悔いが残らぬように半分持ち帰る

甘藍の寝首ならべてエコロジー
戻り梅雨 裏金に涌くなめくじら
手遊びにずたずたずたとシュレッダー
チクるたび懸賞金がヤな貌す
抓めてもまだまだ芯があるポスト

鼻につく段差今さら噛み締める
藪から棒に甘味処で逢うた亡父
背凭れに証言を聞く午後の岐路
さんざめく祭りへ紙魚がこびりつく
しこ
何気なく角を曲がってきた痼り

雨上り十円まんじゅう買ってみる
骨壷をカートに乗せておばあさん
五月晴白地に黒くお葬式
雹あがるアルミ風船飛ばそうよ
たそがれはみんな許して白く咲け

澤田勝冬

倉敷

千葉

堺

竹本妙子

東京

瀬川瑞紀

竹 内 ヤス子
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新聞を隅から隅まで読む ピカソ
割り箸に雲を絡めて平和論
狂うはずないと信じていた温度
歳時記を抜けだした月ざわわわわ
ガン検診家族五人の鰯買う
口ひげと予定通りに乱れ雲
笑いたい母を転がす明け鴉
浪人とつつじに似合うすきま風
頭から出る半分は排気ガス
行き違うイージス艦とお椀舟
桃咲けば桃色に死が匂うなり
鍋敷きを一寸ずらせば雪になる
暗闇であやめの舌を盗まれる
深追いのポストの影が濡れている
砂吐いて貝は永遠を手にした
二回目の爪切りながら待っている
待たされて半透明の瓶の中
朧月布がピンクに染らない
紫陽花の雨に鱗を光らせる
向日葵の黄色と見つめ合うている

堤文月

壷内半酔

青森

吹田

高槻

加古郡

河瀬芳子

植田眞佐美

この辺で手を放してもいいですか
出直すわバラ完璧に枯れてから
一枚ずつ鱗を落す下り坂
海峡をひそかに混ぜる銀の匙
スムーズに電池交換して縁

久留米

愛知

馬 場 ゆう こ

安藤映

岡山

加古川

矢吹雅男

関本久子

自由なのか自堕落なのかわからない
まぶたぴくぴく誰か私を抱きしめて
月光が海を渡ってくるそぶり
共鳴してるパインジュースも手のひらも
徳川園殴りあってた鳩が二羽

冬空のこうべに枯れ葦の立てり
驟雨来て別離の道が白く浮く
一斉に鳩が飛び立つさようなら
青空を切り裂くナイフ隠し持つ
五百羅漢の顔の一つが浮いている

目印のピンクの服を買いに行く
いつだって邪魔にならない窓になる
目を閉じて時計の鼓動聞く真昼
空中に線を引こうとイルカ飛ぶ
まっすぐに一本線を引いている
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疲れてるダスターコートが湿りがち
雑踏に流されながら影の列
物置に埃かぶった三輪車
風もない湖面に石を投げてみた
街路樹に渇いた心覗かれる
美しく生きたい毒を呑んでみる
胴体の撃沈マークまだ痛む
煤払い済んで次第に再起する
磁力が残っているライブの旅だな
火を吐いて一声ごとに枯れてゆく
おしゃべりが過ぎた老二人の時計
シニアゆえ赤い車を走らせる
京おどり渇いた胸をせめてくる
待たされて二度のコーヒ椅子きしむ
あの角を曲がった所で謎を解く
待たせすぎ窓から見える春の足
春風があなたの家に逃げこんで
初めての運を捜して旅に出る
砂ぼこりたてた割には軽い人

頃安邦雄

川路泰山

北 詰 と し子

島津美智子

たつの

島田

高砂

相生

ねこやなぎ約束ごとは反古にする
ワンランク転がす風の本籍地
人生いろいろ珈琲館で裁かれる
裏口でゆっくり傘を折りたたむ

春らんまん全身の水入れ替える
形から入るピンクの服を着て
この十日黙って光る籠の花
雲の花散りばめて咲く空の旅

鉛筆の先の早月の武者幟
折り紙の魚や五月の芦屋川
山脈の向こうに古い椅子机
煎じ薬や降車扉が閉まります
抜き射ちの竜のその後や粽食う
戦争やすっかり薄い頭頂部

美しい死刑判決七五調
しりとりを続ける深夜アルバイト
期限切れ何でもありの貌になる
顔パスで毎度乗り込む回収車
老人を乗せて静かな絶叫マシン
今月も手ぶらでやってきた丸太

藤井笑子

岡山

大阪

加古川

楢崎進弘

瀬戸

目野昭子

丸山進

35

朝焼けの山を殴って出社する
右の手が触れたと騒ぐベニヤ板
角砂糖二つささげて上司来る
峠へと転がってゆく青憤怒
新緑の死者に群がるヘリの音
レーズンがラム酒になじむ前に跳べ
浅茅生の野に交尾する管楽器
ぬばたまの黒洞々たる貯肉室
石走る垂水や蕩尽する現在
うつせみの身に飢餓戦火 擦過傷
茜さす紫陽花を薙ぎ火の濫費
垂乳根の母垂れ流す一人称

吉澤久良

小池正博

京都

大阪
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ウィンド︲ノーツを読む

石部

明

釜めしの鶏になっても展開図

横澤あや子

くる。「身ごもったかもしれぬぷにぷにの殻」も悪くない。

「釜めしの鶏」という俗性の強い言葉に、あえて深刻な言

葉を排除しょうとする作者の意志が反映されていて、一人用

の釜を用いる「釜めし」の、ほぐされた鶏の肉が作者の位置

川柳を書くという行為は、言葉それ自体の意志に沿う行為

かれた「 一(人用の 釜)めし」という現実と、それを凝視する
作者の孤立無援の内閉感覚は、失われた部分の回復をめざす

ながら「展開図」を広げているのはこっけいだが、食卓に置

とすり替る。細切れの肉のひとつひとつが、まるで誰かの胃

でもなければ、言葉を手玉にとって弄ぶ安易さで成就するも

自己批評としてかなり辛辣ではないか。だからこそ、やがて

山田ゆみ葉

のではない。自らの精神の自立を求めて、精神のなにごとか

訪れる新しい精神性を予感する「展開図」により深い意味が

遮断機や去年の夏をひっぱたく

に深くかかわる、新しい意味を一句に残すことは至難のこと

与えられる。「釜めしの鶏」と「展開図」を二つの軸とする

の落とされることなど気にするふうもなく、てんでに指差し

だが、今号のゆみ葉作品にはその覚悟が見えた。かつては実

言語感覚も新鮮に成功している。

同

を書くことのおそれ、虚を書くことのためらいに逡巡して作

椋鳥が群れる 加わらねばならぬ

品を曖昧にしていたのだが、たとえ意識はしていなかったと

正直に言って、これらの句を解説することも、批評を加え

兵頭全郎

ることもあまり意味はない。人生の大事を言っているわけで

同

と遮断機を待つ間の感傷を振り切ったことで、遮断機の風景

もなく、感動的な意味も付加されていない。それでもつい立

くつ下のあと７ミリを履きなおす

と「去年の夏」が鮮明に読み手の中に広がってくる。特に二

ち止まり惹かれるなにかがある。ナンセンスだが、若者特有

背骨からバームクーヘン取り外す

句目の作品は、大群で群れる習性の「椋鳥が群れる」に、絵

しても、そのような技法、技術に惑わされることの無意味さ

本や童話を好む作者の視点を感じたが、普遍的に捉えている

本(当はもう中年の域だが の)掴みどころのない思想。あるい
は、日常そのものを凝縮した言葉を撹拌し、あたらしい日常

に気がついたのではないか。一句目は、「夏をひっぱたく」

に過ぎない情景を精神の喩と捉えれば、一字の空間をおいて
の「加わらねばならぬ」に、よりいっそうの緊迫感が生れて
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があって、そこに、こう書かざるを得ない正当な理由がある

範化された社会を代弁する言葉そのものが不条理という感覚

覚かも知れない。いずれにしろ作者には、日常とか常識、規

また律儀に生真面目に次の首縊りの木を探す。それは作者が

の度に未遂で終わる生の儀式でもあったのだろう。それでも

ている。おそらくは何度も何度も繰り返す「首縊り」は、そ

い。そして「枝折れやすく」に作者の生の無様さが象徴され

楊梅はヤマモモ科の常緑高木、高さも首縊りには丁度い

古谷恭一

と言ってもいい。特に二句目は読み手にとっては厄介な作品

自分に課した永遠の儀式なのかも知れない。「追跡に加わっ

やまもも

である。勿論、私にとっても解る句ではないが、まず作者が

ている大司教」「屋根裏のダッチワイフが目を覚まし」はコ

楊梅の枝折れやすく首縊り

「解ってくれ」とは言っていないことを了承し、何度も諳ん

ミカルな寓話性の怖さ。

を作りだそうとする試み。あえて言葉の秩序をはずす言語感

じてみることだ。やがて自分の背骨から、パームクーヘンが

松原典子

取り外される感覚をかるい疼痛として意識できたら、この句

馬鹿にはならぬ透明袋の告発

のビロードを張り詰めたように、皺一つ、鏝むら一つない漆

鏝の感覚を指先に凝縮して丹念に仕上げてゆく。そして漆黒

左官はまず地ならし用の大きな鏝で下地を整え、仕上げの

で完結するほかはない。「冷蔵庫出て静止画像の卑猥」「艶

費文化の愚かさを告発する、と読まれてしまったのではそこ

勿論、伝達性に申し分ないのだが、透明なゴミ袋が飽食や消

はならぬ」とするところにこの句の弱さがありはしないか。

ぐことのない作者の資質だが、「透明袋の告発」が「馬鹿に

骨太の批評を背景におく典子作品のメッセージ性は、揺ら

喰天井が空を覆う。一仕事終えた左官は空を仰ぎ、手を払い

聞の一部始終に死守のあと」などを採り上げればよかったの

くんじろう

ながら満足げに姿を消してゆくいちめんは闇。そこに作者は

星のない空を左官が塗っている

が解ったと言うことになる。

蹲り、死を恍惚と感受する。だが絵描きを生業とする作者に

井上せい子

だが、あえて注文をつける意味でこの句を採り上げた。

田中節子

滴」があり「タオルで水気取っておく」がある。いずれも奇

現実的な認識から少しズレたところに「異常気象を二三

二次面接タオルで水気取っておく

珈琲に異常気象を二三滴

とって、これは手馴れた絵画的スケッチでいつもほどのコク
はない。「銀河から零れた姉さんのジルバ」も抒情化された
死のイメージだが、あっという間にアメリカ文化が蔓延した
戦後の象徴としてのダンスホールの「ジルバ」に、「姉さ
ん」の時代を彷彿と映し出す。
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言葉を愉しむ日常であり、言葉でしか表せないさりげない午

聞の見出しに目を移しながらコーヒーを飲んでいるせい子の

を衒ったわけではなく、窓の外の「異常気象」、もしくは新

のが表札の役割なのかも知れない。作者はその波に一人翻弄

藤も家の修羅も、余人には知らせないために肩肘張っている

家の象徴である。だが、その「表札の裏」に波打つ家族の葛

節子の句は、タオルで汗を拭く二次面接前の、やや緊張感

か、そんな薄暗い部分を掃いているのは、そこが自分の「薄

木陰、家の北側の目立たないところ、あるいは神社の境内

山本忠次郎

されながら、ときどき表札を見上げて溜息をつく。

の漂う控室を想起すれば解りやすいが、もしそうだとして

暗い部分」と知っているからであり、生きてある孤独感が、

薄暗い部分を掃いて待つ時間

後の心的情景であろう。「異常気象」を精神の喩とするほど

も、それはヒントにしか過ぎず、日常から捉えた思いを、

同時に安息となるような感性によって作り出された場所でも

の意図はなさそうだ。

「水気取っておく」と自分の内側へ取り入れ、精神の喩とし
柴田夕起子

ある。「待つ時間」は具体的な何かを待つ時間ではなく、作

冷えてゆく夕顔の首撫でてやる

て柔軟に再生した句であろう。

と符合する。だが似ていてもそうではなく、夕方に白い花を

愛を受け、女性の霊に首を絞められて息を引き取る夕顔の話

告発する。北海道特有の反体制的な土壌で育った蘭にとっ

て、地を這いずり回る農民を見下ろす「不在地主の喉仏」を

土地が荒れ果てている様子を表す「ペンペン草」をもっ

高橋蘭

咲かせるという夕顔の群れる、あたりいちめんの湿った空間

て、それは時代がどう変っても揺るがせには出来ないモチー

ペンペン草 不在地主の喉仏

者の生の残された時間を表わす。

に想念を広げたとき、不安とも、恨みとも殺意ともつかぬ複

フなのだが、「沸点をさばく青菜の灰を抜く」など内面凝視

源氏物語に材を得たかどうかは定かではないが、源氏の寵

雑な感情の波に翻弄されながら、じっと立ち尽くしている幻

にも非凡な力を持っている。

西田順冶

うでありながら、薄暗い洞窟に生息する「ヒカリゴケ」を喩

く反応する「ヒカリゴケ」のようなものだと諦めの境地のよ

「ゆるやかな老い」を自覚する。それは、外からの光に鈍

ゆるやかな老いがじんじんヒカリゴケ

視の景と読んだ・・と情緒的な鑑賞になってしまったが、夕

江尻容子

顔には大きな実が生り，それを干したものが干瓢だと知っ
て、そのアンバランスに少々ホッとした。
誰も知らない表札の裏の浪

家は家族を表し、家の表に端正に掲げる表札はその家族と
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きっかけはラジオだったと打ち明ける

とする生のしぶとさでもある。
谷智子

植田眞佐美

的な把握が「海を渡ってきたそぶり」という表現を得たのだ
ろう。

朧月布がピンクに染まらない

もつと自由にと思いながら、誰に束縛されているわけでも

出会いか別れか、あるいは人生の転機であったのか。主語

にきっと染まるはず。

は読者に任せたままの「打ち明ける」に戸惑いながら、やが
木口公遊

ないのに自由になれないもどかしさ。だがやがて布はピンク

遮断機を抜けて玉子の殻をむく

て読者は自分の経験や人生をこの句にかさねてみたりする。

く、ある意識が持たされている。たとえば「やむを得ず」あ

の不条理を象徴しているのかも知れない異様な言葉が繋が

した句ではないが、しかし、怪奇とは言わないまでも、現代

「雨月物語」あるいは「浅茅が原」の怪奇な物語とリンク

吉澤久良

るいは「意を決っして」とか。それは他者にはどうでもいい

る。だが作者にとって、異様さも、社会に対する物言いも埒

浅茅生の野に交尾する管楽器

決意であったとしても、本人には罪さえ覚悟する行為であっ

外のことに違いない。川柳を壊す（再生）ところから登場し

「遮断機を抜けて」は、通勤や買い物の途中の遮断機ではな

たに違いない。だからこそ「玉子の殻をむく」が作者のひそ

は、言葉本来の意味を硬直させてしまうばかりか、川柳の詩

た吉澤にとって、言葉の意味に頼りすぎる情緒的メッセージ

かな意味をもつ。
ふくらはぎ

的屹立の妨げになると思っているはずだ。たとえば「交尾」

柴田美都

塩茹でか煮豆か。いずれにしろ庶民感覚によく馴染む「蚕

はその行為をさすのではなく言葉として存在する。そして

蚕豆が笑い続ける脹脛

豆」は擬人化されて作者の表情になる。そして、屈託のない
ふくらはぎ

「笑い続ける」は作者そのものだが、「脹脛」のかすかな健

「交尾する管楽器」という言葉の世界が顕れる。その構築性

どういう経過で本誌を知ったのかわからないが、いきなり

ない、孤独な作業であることはいうまでもない。だが注目し

澤の川柳はあるのだが、それは多くの読み手の賛同は得られ

自分たちの言葉がいかに不実なものかを痛感するところに吉

が意味を超えた意味として吉澤の中にある。言い換えれば、

三十句がＦＡＸで送られてきた。まだ初心者の域にある作品

たい。

安藤映

であったが、言葉に詩を書いたことのあるような、かすかな

月光が海を渡ってくるそぶり

康的なエロスもまた作者そのもの。

きらめきがある。この句も月光に包まれている束の間の感覚
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選と評

古俣麻子

咲く咲くと小石をのけて伸びている

屋上で無駄花咲かす温暖化

どくだみの花の咲くまで待ってやる

姉を語れば一面に野菊咲く

咲いたのに誰も気付かぬ振りをする

咲くことを諦めきれぬあばら骨

割り切って咲かせた花も捨ててきた

弱点を逆手にとって咲いてみる

爽やかに散り際へ咲く鞭の音

血の色で咲く花兵は野に斃る

忘れずにスミレ咲いてる過疎の駅

廃校の歴史を語るさくら咲く

十二色色鉛筆をみんな咲かせ

澤田勝冬

草地豊子

島津美智子

津田暹

北詰とし子

植田眞佐美

馬場ゆうこ

木口公遊

関本久子

進藤一車

川路泰山

光岡さなえ

頃安邦雄

畑佳余子

金築雨学

転がっていたのは折紙のさくら

みんな咲いてみんなの影が出来上がる

神の手をさわり人の手乱れ咲く

失言でびっしり咲いた芥子の花

花びらがふわりと深海魚に届く

船を迎える白百合の歓喜

前田芙巳代

兵頭全郎

山本忠次郎

丸山進

河瀬芳子

井上せい子

重森恒雄

テーブルをひっくり返しあやめ咲く

山本美枝

欲の無い棒を支えに反って咲く

干涸びるよう畳の上で能く咲かす

斉藤幸男

安藤映

咲かぬ一族と玄米ゆっくりと噛む

柴田夕起子

ちょっとずつちょっとずつだけ咲いている

咲く時期に遅れをとった机上論

小野田仲江

岡崎一也

脇役が咲きすぎている足袋の裏

瀧正治

船を迎える白百合の歓喜
井上せい子
漁を終えた船が島へ近づくと、まぶしいほどの白さで
百合の花が咲きほころんで歓待してくれる、という情景
的読み。
長 い 航 海 か ら 帰 る と 、 恋 人 あ る い は 若 妻 が 待 っ て い る。
日焼けした海の男ばかりを見続けてきた目には、その姿

虚も実も、善も悪も、抽象も具象も、相反するものの
ほとんどが、調合により素晴らしいエッセンスとなって
個性的な表現を創り上げていくものだと考えている。美
味な一句を生み出すのにはどちらも欠かせない。

水を吸い水を漏らして咲き誇る

特選

準特選

野に一面わたしが咲いて騒がしい

考える葦咲いたのは冬花火

原罪が咲いてる指で十字切る

壷内半酔

平賀胤壽

さざ波やあれはクラゲの開花音
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課題吟「咲く」

みんな咲いてみんなの影が出来上がる 兵頭全郎
青春期からおとなへとなる少年少女、事業を成功させ
ていく人々などさまざまなシーンを想わせる。人生の光
と影を深刻さを出さずにさらりと詠んで、奥行きのある
作品となっている。

は白百合のごとく映る、という暗喩的読み。
間の煩悩の深さが見えてくる。
前 者 は 可 憐 な 白 百 合 だ が 、 後 者 は 甘 く 強 い 香 り を 放 ち、
闇に浮かび上がる白さを想わせて妖艶だ。
花びらがふわりと深海魚に届く
河瀬芳子
「咲く」はもちろん詠み込んであってもなくてもいい
のだが、「花」ではなく「花びら」で咲く？と疑問を持
たれる読者もおられるだろうか。ふわりと海底に下りて
いく花びらはまさに咲くという優美なイメージだし、届
けられた深海魚の喜びも「咲く」に繋がっている。

転がっていたのは折紙のさくら
前田芙巳代
美しく、もの哀しい心象風景である。出会いと別れ、
祈りと絶望などの葛藤、遍歴の後、言葉に生命を吹き込
むことが可能となる。

さんの作品のように具体的な花名の使用価値も大きい。

川柳に詠む「咲く」は多義であるが、井上さんや丸山

失言でびっしり咲いた芥子の花
丸山進
芥子はご存知のとおり阿片の原料ともなり、栽培が禁
止されている。また芥子は「消し」でもあり失言との取
り合わせが絶妙である。
神の手をさわり人の手乱れ咲く
山本忠次郎
東京巣鴨地蔵通り商店街は「おばちゃんの原宿」と呼
ばれて、連日賑わっている。れっきとしたおばちゃんで
ある私も行ったことがあるが、悪いところを触ると治る
と言われているとげぬき地蔵は、非常に元気に見える団
体のおばちゃんたちにキャッキャッと触られて、それは

水を吸い水を漏らして咲き誇る
平賀胤壽
この毅然たる一句を特選とすることに一片のためらい
もない。「水を吸い水をこぼして」であったら凡庸な句
姿に終わっていただろう。「漏らして」が感動の深淵ま
で鑑賞を導いてくれる。どんな時にもプライドを捨てな
い生き様を詠んで、生々しくも格調の高い極上の一句に
仕上がった。

もうつるんつるんのピカピカである。「乱れ咲く」に人
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次号課題は「揺れる」浪越靖政選です。

言葉の波間
隣町へ行く大通りから少し反れたところに、大きな木が見
えた。それからそこを通るたびに、何の木だろうと気になっ
ていたのだが、ある日思いきって行ってみることにした。
その木は、大きな農家らしい家の、広々とした庭の片隅に

カルミア、泰山木、栴檀、椿等々、それぞれの木を折々に尋

ねて、ひとりゆっくりと花を眺める。しかし最近になって家
今年は、桐の木が消えた。

を建て替えられることが多く、庭の木も倒される。

私の住む町は筑後平野の真ん中で、海も山もない。かろう

じて徒歩十分ほどのところに、幅十メートルばかりの小さな

生い繁り、当時の面影はなく、川遊びする人

山も海もないこの場所では、高みを見上げる

もいない。

ということもなく、遠く沖を見つめるというこ

ともなく、只々ぼんやりと目の前に広がってい

んも椎の木も、元気だろうか。

久し振りにおじいさんの椎の木が見たくなった。おじいさ

址の木々、そして立石寺の瑞々しい緑が眼に残っている。

五月、仙台のバックストローク大会の折に散策した青葉城

に、四季の移ろいを楽しんでいたような気がする。

ていた掘割に沿って繁っていた、柳や榎、樟などの木々と共

る平らな風景ばかりを眺めて育った。今思えば、縦横に巡っ

松永 千秋

川が流れている。子どものころは流れも美しく、兄達と蜆や

あった。
無断で他所の庭に入るのは少し気が引けたが、木の下まで

川ニナを取りに行ったものだが、今では両岸に雑草が丈高く

木

行ってみた。
それは一抱え以上もある堂々とした木で、
眺めてみても何の木だか分からない。
すると、大きく腰の曲がったおじいさんが
来て、椎の木だ、と教えてくれた。
―何年生きとるか、私も知らん、子どもん
頃は、カマス二杯も椎の実ば拾うた―とのこ
とで、そのおじいさんのおじいさんが、―この木だけは絶対
に伐っちゃならん―と言い遺されて、今も大事にしとるとの
事だった。―何べんも台風に痛めつけられてん、すぐに立派
な枝ば伸ばすけん、嬉しかこつばってん、息子が伐りたがっ
とる―。
私は、毎年楽しみにしていることがある。
いずれも通りすがりの庭の大きな木である辛夷、木蓮、桐

43

シリーズ ︱ 現代川柳の切り口⑦

石部明

川柳の読み︵二︶
三太郎の詩性川柳
初心の頃、六大作家の存在を教えられた。あるいは六巨頭と

い多くの同人が『大正川柳』から去っていった。特に東京の川

柳界では完全に孤立した。大正一五年の『大正川柳』、創作欄

六０余名のうち、東京の作家はわずか一三名であった」という

信子夫人の談話（『井上剣花坊・鶴彬』坂本幸四郎著）に三太

郎の名指しはないが、三太郎も去ったものの一人だったのだろ

う。この年から『大正川柳』の編集は白石維想樓の手に渡って

三太郎は昭和五年、川柳伝統の流れを汲む国民川柳会を創設す

剣花坊は『川柳王道論』（昭和四年）によって革新宣言し、

いる。

水府、椙元紋太である。だが、なぜ六大作家なのかという問い

も言われた川上三太郎、村田周魚、麻生路郎、前田雀郎、岸本
に答えてくれるものはいなかった。おそらくは同時代の傑出し

る。

だが、これは推論に過ぎないが、三太郎の、剣花坊と袂を分

た六人ということであろうが、たとえば三羽烏とか四天王とか
俗称で周りが囃し立てるという一般的なそれではなく、川柳界

線になっていたのではないだろうか。「従来の江戸川柳の求め

ち川柳の伝統に殉じようとする志と、川柳革新への潜在的な憧

ることの出来なかったー個を主軸とした回転を試みた。これは

憬が、後に二刀流といわれ、詩性川柳にも意欲を示す一つの伏

しかし、いつまでも彼らを避けていたのでは川柳の歴史は見

あたしの二十歳前後からの野心であったが・・」と告白を滲ま

あげて自他共に認める尊称であることに、私は奇妙な違和感を

えてこない。特に、指導性とふところの深さを思わせるエピソ

せたのは、昭和三八年刊行の『孤独地蔵』の「あとがき」であ

覚え、彼ら六人を遠い存在にしてしまった。

ードに事欠かない巨人として、川上三太郎の作品は知っておか

およそ貧しき教師なれども譜を抱ゆ

楽」（昭和一０年作）がある。

連作による代表作が多いと言われる三太郎に「未完成交響

る記述が残されている。

り、「国民川柳会」創設から三三年を経た本音の吐露とも思え

なければならない。
年譜によると、「大正五年、吉川雉子郎（後の吉川英治）と
ともに『大正川柳』の編集に携わる」とある。
『大正川柳』は大正元年、井上剣花坊によって創刊されたも
のだが、次第に革新性に傾斜してゆく剣花坊と、三太郎の目指
す川柳にやがて乖離が芽生えはじめる。「剣花坊の左傾をきら
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わが曲は街の娘の所有でよし
のだろうか。

と風俗的描写を、新しい表現として川柳に取り入れようとした

嫁く女性の涙に消えし泣菫譜

君や得し黎明愛の花ひらく

りずむーそれは貴女の顫音のその通り

家庭音楽教師に春の姉妹

して、時代に取り残され風化してしまう。

交感の至福を得られないまま、ただの客観的描写のモダン化と

沿う言葉を持って、自らに向う意志がなければ、対象との詩的

が、少なくとも詩性を志す以上は、そこに自らの思考や精神に

い三太郎のモダニズムとして読まれていたのかも知れない。だ

先鋭化されたもの」という評価も残されているし、当時は新し

「未完成交響楽」に後年、「個の主軸とした作品のもっとも

四月莫迦驕りに尽きし嬌声ひ声

わが恋も曲も終らじ人の世の

矜持とはさへづる中の唖の鳥

アヴエマリアわが膝突いて手を突いて

同

「雨ぞ降る」

雨ぞ降る地を傷つけて電車混む

雨ぞ降る渋谷新宿孤独あり

たにすぎない連作だが、当時としてはこれが時代の先端であっ

孤独地蔵うつつに見つむ日ぐれがた

昭和八年頃に封切られた同名の映画の、ストーリーをなぞっ
たのか。あるいは時代を捉えようとする詩性川柳の実験であっ

それぞれの連作からの抽出だが、どの一句も自己意識があり

「孤独地蔵」

たのか。俳句における連作として、昭和九年に発表された日野

河童群 ら 月に斉唱だがーだがしずかである「河童満月」
(
)
ただ水を一匹狼啖ふのみ
「一匹狼」

草城の「ミヤコホテル」の影響を受けているとも言われてい
る。

屹立している。三太郎が非難をおそれず二刀流として一方の手

特の言い回しだが、俳諧伝統の構図では書ききれない人生の痛

に掲げた詩性川柳は、決して器用な産物ではなく、「江戸川柳

さを、孤独と不安の象徴として、自分の内部で確認するため

けふよりの妻と泊まるや宵の春

に始まる連作一０句だが、「当時の全俳壇が大きな動揺を示し

に、手放すことは出来ない精神の糧だったのではないだろう

夜半の春なほ処女なる妻と居る

た」「軽佻であれ浅薄であれ、充分に革新的であり、今日では

の求めることの出来なかったー個を主軸とした回転」という独

想像も及ばぬ勇気が必要であったに違いない」（『現代俳句の

か。

枕辺の春の灯は妻が消しぬ

軌跡』高柳重信著）と一部に評されたこの作品のエロチシズム

45

シリーズ ︱ 現代川柳の切り口⑦
川柳の読み︵二︶

みの中できちんと呼吸をしていたのだという安堵と、そして確

認しなくてはならないものの多さへの焦燥だ。

揶揄らしい揶揄一輪 頭の夜明け

藍の天 左右の眼ゆきかうクルス

受け止められていたのだろう。大衆的基盤を第一とする作家と

るかのようであった。このような可奈子の作品は川柳界でどう

ちら側の内面が研ぎ澄まされていることを条件に提出されてい

在感をもっていた。濃厚な意味を発する暗喩の世界、それはこ

すでに川柳界に彼女の姿はなかったが、その作品は圧倒的な存

ら私の中には短詩精神の峰々をふわりと歩む可奈子像がある。

句集『鬱金記』で初めて渡部可奈子作品に触れた。その時か

ところで生きていても人間の精神活動は社会の鏡であり歴史の

るように思う。一庶民のしかも女性で政治も経済も関係のない

女達の撓るような句語の強さは時代の流動が影響したものであ

も文体の違いはあるがやはり強さというものを感じさせた。彼

目指して書かれた句は強い。同時代、時実新子や福島真澄の句

して烈情は越えなければならない。これら、主題という一点を

眼」が「ゆきかう」人間社会の価値観は絶えず入れ替わる。そ

だ。「揶揄一輪」とは自己客観視の究極の姿であり、「左右の

い上げてきた可奈子の十七音は何よりも現実的だと思うから

清水かおり

川柳の進展を求める作家との間にある感覚のずれは川柳の定義

一部といえるからだ。

可奈子の領域

二月に焦がす裸形を妹と呼ばぬ

云々よりも文章に対する感応の問題であると思われる。それゆ

心象句、叙情句という呼び方は好きではない。喩の海から掬

え永遠に解消されようがない。川柳界のそうした環境は三〇年

「ついの一滴までもさく」のついは終か、対か、墜かもしれ

終の水 ついの一滴までもさく

ない。さくは割くと読んだがはたして裂くかもしれないし咲く

背椎の綾から推して津のてのひら

そこには川柳にとってすごく純粋な活動の時代が背景にあった

ほど前も同じであり、彼女の理解者は限られていたのではない

のだとわかる。現代の川柳が簡単には超えられない作品の数々

かもしれない。いや、模索かもしれない。「終の水」だけが動

かと想像していた。しかし「縄」や「藍」などの柳誌を読むと

に出会い、ある種の安堵と焦燥を感じた。可奈子作品がこの歩
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い。眼に飛び込んできた文字が音よりも正確に像を結ぶ。「推

いる。この句もそうだが可奈子の句には視覚で読ませる句が多

かない。作者自身の中に終の一滴が無数に訪れていると告げて

風百夜 透くまで囃す飢餓装束

鮮烈な意味が背景として立っている。

が指し示してくる。可奈子の言葉から偶然は生まれない。常に

に存在する、と自覚的な生の位置するところをこの美しい表現

りその天与の才はまぎれもないものであることを知る。けれど

歌集『かげろうの詩』には可奈子の短歌・詩も収録されてお

ことに改めて気づかされるのだった。

そしてこの句をもって彼女の言語表現が攻めの姿勢であった

して津のてのひら」からはひとつの意思が背の混沌を通り両手
の湾に溜まっていく様子が浮かんでくる。加えて「綾」の句語
が女性を滲ませていてせつない。わずかな言葉がなぜこれほど
いる。つまりこの言葉でなければ句意は立ち現れないというこ

までに迫ってくるのか。句語がしっかりと意味の鎖で繋がって
とだ。私はそこに可奈子の「表現者」への純粋な信頼を感じと

具体的にする分、衝撃力が失われていると感じた。川柳の、削

も十七音より少しだけ長いそれらは彼女の言語領域をわずかに

片肺いちめんの河原 真紅の水曳いて

る。

がれていく文体の強度、言葉の彫りの深さ、文節にある沈黙と

私が柳人だからだろうか。時系列で可奈子を追えば彼女が十七

いう最短詩型にこそ可奈子の本質が留められていると思うのは

音の次に求めたものが何だったのか知ることも可能かもしれな

胎児せがめば日は蒼々と鳴き交わす
作者自身が自分のために必要な作品というのは確かにある。

貰い受ける贄より熱いさらしの衣
自身の内面を何らかのかたちで書かなければいられない衝動が

を彼女を想う多くの人々が願うだろう。

眠る可奈子の彼岸の耳に届くその曲が哀しい調べでないこと

目覚めは哀しい曲で始まる回転木馬

たないことであるような気もする。

い。が、彼女の「川柳」を知った後ではそれはあまり意味を持

生というもの、抗いながら受け入れるその暗部を可奈子は感

文芸なのだからそれは可奈子にもあったであろう。
情の中に没落することなく書ききっている。病苦の意識でこれ
らの作品を読めば作者をなぞる手段にはなるが私達がひたすら
求めるものは表現であって作者の境涯に心を傾けることとは別
のものだ。真紅の川が私達の胸へと流れつき、児への骨肉の思
いは哀しいほど普遍的であり、押し戴く苦痛の象徴物は常に隣
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たましいか雲か不安か窓ガラス

白藤海

大橋一弘

写真家

in

仙台

第一部 シンポジウム
川 柳 に あ ら わ れ る 「虚」について
第二部 川柳大会
兼 題 「 系 」 「 ア ジア」「するめ」
「 花 子 」 「 折れる」「胃」

2007年5月 26日（土）
ホテルレオパレス仙台
杜 の 都 に 集ま っ て く だ さ っ た 皆 さ ん 。 ありがとうございました。
天谷由紀子
石田柊馬
石部明
板沢伴百子
櫟田礼文
一戸涼子
伊藤敏子
伊藤はるひ
岩淵比呂子
浮千草
遠藤昌子
大塚ただし
大友逸星
大沼和子
岡信かず男
小嶋靖子
小田綱
勝又明城
加藤久子
角田古錐
加茂和枝
唐木ひさ子
唐木浩子
北野岸柳
熊谷冬鼓
小池正博
小嶋テル子
小島文子
古俣麻子
斉藤幸男
酒井かがり
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酒井孝代
酒井暁美
堺利彦
酒井麗水
坂下和子
Ｓin
笹田かなえ
佐藤幸子
佐藤美枝子
佐藤みさ子
真田義子
滋野さち
白藤海
新藤隆廣
鈴木逸志
鈴木せつ子
添田星人
高田福夫
竹下勲二朗
田中博造
田中峰代
土田雅子
筒井祥文
堤文月
都築裕孝
富山やよい
中條節子
中山恵子
浪越靖政
野沢省悟
畑美樹

八戸むさし
浜田則子
播本充子
樋 口 由 紀子
ひとり静
兵頭全郎
広瀬ちえみ
本多洋子
前田一石
前 田 ひ ろえ
前 田 芙 巳代
松永千秋
丸山進
三浦昌子
本村靖弘
森茂俊

守田啓子
八嶋静波
山河舞句
山口流木
山田ゆみ葉
矢本大雪
悠とし子
横澤あや子
横関智恵子
吉岡とみえ
吉澤久良
吉田風川
若山大介
渡辺誠一郎
渡辺隆夫
（敬称略・五十音順）

第一部シンポジウム
川柳にあらわれる﹁虚﹂について
司会
小池正博
パネラー 渡辺誠一郎︵俳人・小熊座︶
Ｓｉｎ︵おかじょうき川柳社︶
石田柊馬︵バックストローク︶
樋口由紀子︵バックストローク︶

仙台
in

三橋鷹女
河原枇杷男
神生彩史
能村登四郎
渡辺誠一郎

小池正博・選
やがて虚の虚ばかりなるたなごころ
むかしくちびるは平安神宮でした
物干しに美しき知事垂れてをり
ご公儀へ一万匹の鱏連れて
剣道の面に化粧をしてあげる

石田柊馬・選
母おやもともにやつれる物思ひ
音もなく花火のあがる他所の町
蟻が音を担いで消えた秋である
荷馬車なフィルムと放蕩な洗剤の恋
越境やかくも荒々しきいちご

寺尾俊平
石田柊馬
攝津幸彦
筒井祥文
小池正博

柳多留三篇
前田雀郎
中村冨二
細田洋二
石田柊馬

Ｓｉｎ・選
離婚願望 ひまわりに雪降り積もる
むさし
人間になりたい鳥は前列へ
田口文世
庭の木が笑うところを間違える
中村みのり
指が告白をしそうで握りしめ
時実新子
「これは鳥ですか？」「いいえ戦争です」Ｓｉｎ

樋口由紀子・選
赤いピッコロを買ってやる 肥った妻に 中村冨二
妻をころしてゆらりゆらりと訪ね来よ 時実新子
チベットへ行くうつくしく髪を結い
石部明
渡辺隆夫
宅配の馬一頭をどこから食う
式服を山のかなたに干している
樋口由紀子

渡辺誠一郎・選
囀や海の平らを死者歩く
晝顔や死は目をあける風の中
抽斗の國旗しづかにはためける
青蚊帳に寝返りて血を傾かす
太陽を濡らして来たる鯨かな

「虚の句」・五句選

絵・くんじろう
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て」（東京）取り上げてきましたが、今回は「川柳にあらわ

大会では、これまで「悪意について」（京都）「軽薄につい

多かった。果たしてそれだけでいいのかということを今回の

かれていることの事実性が作品の感動を保証している場合が

との関係が問題となるわけですが、これまでの川柳では、書

「虚実皮膜」とか「虚実論」という場合、「本当」と虚構

を含んでいるということはご承知の通りです。

れる虚について」というテーマです。「虚」とだけいえば抽

〈小池〉 みなさん、こんにちは。「バックストローク」の

象的ですが、「虚実皮膜」「虚構」「虚実論」などのいろい

シンポジウムを通じて探っていきたいと思っています。

て、ありがとうございます。私は以前にも川柳の集まりや歌

〈渡辺〉 今日は川柳のみなさんにお招きをいただきまし

□ 俳句における虚実

ろな切り口があり、たいへん含みのあるテーマかと思いま
す。俳句・俳諧では虚実論の歴史がありますが、川柳では
「虚の句」という考え方は支持されておらず、作品内容が現
し、近年、虚構意識に基づいた川柳作品も書かれるようにな

実そのままのことと受け取られる場合が多いようです。しか
り、現代川柳を「虚」の視点から読み解くことは興味深い課

人の集まりに出たことがありますが、歌会・俳句会と川柳の

れていることが事実そのままで

道』です。『奥の細道』に書か

連想されるのは芭蕉の『奥の細

も多いと思いますが、松島から

ます。それが表現の形に微妙に表れているのではないかと、

川柳の皆さんは流線的な時間の流れが速くて激しい感じがし

歌人よりも早くて直角的な動きをしています。それに対して

ね。俳人はどこか気難しくてストイックな感じです。動きが

人の場合は雅びというか、時間の流れがゆったりしています

と思っています。時間の流れ・時間の質みたいなものが、歌

みなさんの集まりとでは、微妙に、いやむしろ明確に違うな

はないということは、曽良の『随

仙台での大会ということで、明日は松島観光に行かれる方

題かと思われます。

行日記』に照らし合わせてみる

するというには荷が重いので、私なりに思ったことをお話さ

今日は俳人が私ひとりですけれど、俳句を代表してお話し

私は興味深く思っています。

小池正博

と明らかで、『随行日記』が事
実そのままだとすれば、『奥の
細道』が文学作品であって虚構
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せていただきます。虚とは何かについてですが、日本語に表

興味深いです。高浜虚子自身も典

すね。さきほど『奥の細道』のことが言われましたが、芭蕉

いうのが私の持論で、他で矛盾したことも言っているわけで

が、あまりまじめにそういう言葉を真に受けない方がいいと

葉があります。芭蕉などの有名な大家は、虚子もそうです

なふべし。実に居て虚にあそぶ事はかたし」という有名な言

俳句については芭蕉が言ったといわれる「虚に居て実をおこ

もにとらない方がいいと思いますが、虚の立場とは異なる写

師」的なところがありますので、まじめに我々はあまりまと

家というのは芥川龍之介のいう「山

な作品も作っているのですね。大

な写生の延長上ではできないよう

年今年貫く棒の如きもの〉のよう

きるような句がある一方で、〈去

さかな〉という見たまま映像化で

型的な〈流れゆく大根の葉のはや

は松島では、句ができなかった。一方では風光明媚なところ

生的な大きな動きがあったと思います。

渡辺誠一郎

へ行ったらその光が失われないうちに心にとめて作品化しろ

れる、文芸上いわれる虚については難しい課題と思います。

といいながら、自分では作らないとか、けっこういいかげん

いところの結果だと思っています。虚と実という言葉でまと

戦前戦後にかけて「新興俳句」「社会性俳句」という新し

めていいのかどうかは別にして、自分の心象を詠う、抽象化

い流れができますけれども、時代の中で社会・個人というも

近代になると高浜虚子に代表されるような花鳥諷詠、写生

した世界そのままを作品化することが詠われる時代になって

ですから、あまり真に受けないほうがいいと思うのですけれ

論というひとつの考え方があります。ものごとを見たままき

きたと思います。それは現代まで続いていて、特に現代俳句

ども、いずれにしても、俳句の虚実について、手がかりにな

ちんととらえなさいと。伝統系の俳人はそのようなスローガ

の傾向としては伝統系以外の方々は虚の部分もきちんと詠い

のがある種追いつめられた状況の中でどう表現していくかと

ンを大事にして俳句を作る。宮城県にもいろんな結社があり

こまないと、むしろ実をとらえきれないという考え方が多い

いう、見たままだけでは自己を表現できない、作品化できな

ますが、一緒に俳句大会をすると選者のいうことがまったく

るのは芭蕉のこの言葉ですね。どう解釈するかについては非

別で、伝統系の方はものを見なくてはだめですといい、一方

かと思います。たとえば渡辺白泉の〈戦争が廊下の奥に立っ

常に幅があって、難しいところだと思います。

は本質をとらえればいいというような講評があって、非常に
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よって大きく変わってくると思いますけれども、俳句につい

ね。句の個々の言葉の問題と、作品がどう表現しているかに

いうような言葉を使えないのかという議論になってきますよ

いう、実体がありませんので。実体といえば、では「魂」と

ありますね。ここでの言葉上の「戦争が立つ」とは何ぞやと

ていた〉などは、虚なのか実なのかよく分からないところが

が生れるひとつのきっかけになってくるような気がします。

表現せざるをえないし、そこで表現することで表現の新しさ

っています。いずれにせよ、虚と実の危ういところで我々は

そういうところがあるのかなと、それゆえ難しいなと私は思

んだということを聞かされたんですけれども、言葉もある種

自分の肉体があるということを頭に入れて舞踊を表現してる

けれども、実は過去に遡った肉体の集積のひとつとして今の

□ 虚実は意識しない―ＣＧの世界

てはそういうことが言えるのではないかと思います。
考え方によっては、言葉というものは「そらごと」みたい
なところから成り立っているような気がしますね。実体をつ

〈Ｓｉｎ〉 青森から来ました「おかじょうき川柳社」のＳ

かむということは本質をつかむということですので、いかに
本質的な世界を自分の思いをこめて作りうるかということが

まず、テーマが「虚」だというメールが小池さんから来

ｉｎと申します。こういう恥をかける場を提供していただい

て、「虚の句」五句を出してくれと言われたんですけれど

た「バックストローク」さんに感謝をしています。しかも、

で、厄介なところがあるわけですね。記憶の集積が言葉です

も、今まで作品を読んだり作ったりしているときに虚実とい

大きな問題であって、虚なのか実なのかというところにとど

ので、それをどう使うかということは、個の思いをどうきち

うのはあまり意識したことはないものですから、虚実を定義

まっているのではなく、その奥に何があるのかというところ

っと整理していくかということは、大変なことかと思いま

するところから始めたんですけれど、これが定義できていま

喋ろうとしてきたメモを忘れてしまいまして（笑）、思い出

す。たまたま舞踊家の田中泯という方とお話をする機会があ

せん。僕は創作はすべて虚であり、全部実であると思うの

しながら喋ろうと思います。

ったんですけれども、肉体も個人のものではないという表現

を議論することが大事な気がします。言葉は我々ひとりひと

を聞かされてびっくりしました。肉体も先祖の形として今の

で、虚実をどうこうという論は難しいと思っているんです

りが作ったものではなく、歴史的に集積されたものですの

自分がいるんだ、その肉体で自分は自分として表現するんだ

53

ね。虚実は定義できていないのですけれど、一方で虚の句と

て、タイタニックが出航するときに右側じゃなくて、左側を

なぜかはわからないですけれどもね。それは何なんだろうと

転させて映像化してるんです。それを誰も気づかない。ＣＧ

ままみんな左ききで演技させて、格好も逆にして、それを反

言われたときにぱっと思い浮かんだのが時実新子さんです。 向いていた。作るほうは困ったらしいんですね。右を向いた
考えています。

け書くとあんまり伝わらないんですね。そこに虚を混ぜて読

を使って実をさらにリアルに見せるという映画の手法だと思

者に渡すことで、よりリアルに読者に伝わる。そういう意味

うんですが、そこで時実新子さんと僕の中で結びついて、リ

ィックス を)使って映画が作られているんですね。それまで
実写で撮影できなかったものが、コンピュータを使って映像

でたぶん時実新子さんはあれだけの虚を使える人はそうそう

ちょっと話を変えて映画の話をしたいと思います。現在映

化できる。自分の世界を描けるという時代になってきて、そ

すね。タイタニックの船も右半分

です。見た目には全然分らないで

画はほとんどＣＧで作られてるん

いうと「タイタニック」という映

って顕在化してくる作業というのが僕が意識しないでやって

術としては必要で、自分でも気づかない実を虚を書くに当た

なりきっていないと思うのです。そういう意味で、虚実を技

り上げても実というのは作者が実を書いたつもりでも、実に

はないと僕は思ってるのですね。だから、どんなに言葉を練

と言葉ほど不完全なものはない、言葉ほど信用できないもの

昨日、樋口由紀子さんとも議論したんですけれど、もとも

アルなものを虚を使ってもっとリアルにしちゃう。実を実だ

れを手にした瞬間、みんな非現実の虚構の世界を作り始めた

いないと僕は思っています。

画を作る場合ほとんどの映画はＣＧ コ(ンピュータ・グラフ

んですね。そのＣＧの技術がどんどん上ってくると、ＣＧを

しか本当は作られてないんです。

使ってリアルな映画を作ろうとし始めたんです。簡単な例で

左側は全部ＣＧで描かれてるんで

リアリティの点から、映画・ＣＧの例をあげて説明していた

〈小池〉 ありがとうございました。「虚」をバーチャル・

ることかなと思ってます。

Ｓ

す。煙突から出る煙ですとか、
鷗とか波や海までＣＧで作られて
いて、誰も気づかないんです。も
う一つおもしろいエピソードとし

i
n
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いう技術の問題という面を含んでいると思います。その点、

はスタンスの問題であると同時にどのように作品を書くかと

タンスの問題だったような気がします。今回の「虚」の問題

「軽薄」にしても、作者が人間や世界に対する際の態度・ス

だきました。これまでのシンポジウムは「悪意」にしても

嘘よりも「本当」に価値があ

嘘を書くと落胆される、それは、

弁で「何や、嘘やったん」と、

虚の句を書いています。関西

こかで引っかかりながら私は

んです。虚実の実にずっとど

る雰囲気が川柳人にはあるか

事実や経験したことを評価す

ると思っているところがあり、

今のお話を興味深く聞かせていただきました。
□ 真面目な川柳人―川上弘美の小説に触れて

樋口由紀子

を意識しないじゃなくて、私が川柳を始めたころは、自分の

せてくれる。句の背後の外部事情によって句が大きくなる。

てくれる。個人的事情に考慮しながら、勝手に句をふくらま

実の方が読み手が句の背後にある事情や状況に感情移入し

らだと思うんです。それは違

思いを書けと教えられました。もちろん、虚ではなく実の思

それが作者の真実の叫びであったら余計に嬉しいわけです

うと思うんですけれども、まだどこかで引っ張っている。だ

いです。だから虚実を意識しないということはまずありえま

ね。だから、本当の事で感動したい。嘘のことでは感動はど

〈樋口〉 樋口です。よろしくお願いします。さっきＳｉｎ

せん。実しか意識しないで川柳を書き始めました。女のひと

こかしたくないというところが川柳人にあると思います。川

さんから虚実を意識してなかったというお話がありまして、

が「僕」という言葉を使ってもいけないと教えられました。

柳はいままで共感と感動というものを一番大事にしてきた文

から、今日パネラーのひとりになって、今日を機会にきれい

「亡母」という言葉を使ったら香典が送られてきたという話

芸なので、だから、読み手が共感・感動するのは、虚ではな

に吹っ切ってやろうと思ってここへ来ました。（笑）

も実際にありました。（笑）技術論としての虚じゃなくて、

ジェネレーション・ギャップを感じるなあとまず思いまし

心情的に私はまだ実に引っ張られているところがあります。

くて実でしたいという人間心理をついたところがあるのかな

た。私は川柳をはじめてもう二十七年になるんですが、虚実

Ｓｉｎ君ほどはっきり虚実を意識しないという年代ではない
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事実の方が、自分の中にある俗っぽい感情を満たしてくれる

ュンとさせて、涙してしまう。それと同じかなと思います。

は高いですよね。事実であればあるほどより感動し、胸をキ

のお買い物」とか、大家族のドキュメンタリーとかの視聴率

に共通している心理かもしれません。テレビでも、「初めて

と思うんです。この「本当」信仰は川柳人だけでなく、人間

やすくなるんですが、この虚の意識というものは持ってもい

ないのだ」と書いています。川柳人は本当の事を書けば書き

た途端に、書きにくくなる。『小説だ』と思えば、なんとも

『本当』をちょっぴりでも書かなければという意識がめばえ

の、すべてが『本当』ということはありえないはずなのに、

書きはじめたらしいのですが、「エッセイという名の文章

体裁をとった小説があります。最初はエッセイという約束で

にあったことのように書いているんです。「昔、ヤマナシさ

度合いが高いような、心理の綾とか人の心の俗っぽさなどを

んという人を好きになったことがあったのだったか。床の間

いと思います。『ハズキさんのこと』にはヤマナシさんを恋

田辺聖子は「川柳ほど人生経験の蓄積を要求される文芸は

に寝たことがあったのだったか。書かれたかたが本当じみて

焦がれたり、床の間に寝たり、そんなことを書いています。

ない」と述べています。確かに人生経験の蓄積は大切なもの

いるものだから、作者であるわたしまで、なんだか騙されて

川柳はずっと巧みに活用し続けてきたような気がします。虚

だと思うのですけれども、そこから言葉の力を借りてー私は

しまう。虚と実のあわいにあるなんだかわからないものが知

の川柳では共感・感動を道義的にしたくない。また虚の川柳

言葉を信用しておりますのでー経験だけではなくて言葉の力

らずに現れているのが、不思議といえば不思議、当然といえ

たぶん川上弘美は現実にはヤマナシさんに恋したこともない

を借りて一句を書いていくことが大切だと思っています。田

ば当然で、文章を書くとはなるほどそのようなものなのだ

し、床の間に寝たこともないと思います。でも、彼女は本当

辺聖子の発言の真意はわかりませんが、川柳人の中にはどう

と、いまさらながら合点しているところなのである」と彼女

を書くことに川柳人は何かうしろめたさのようなものを持っ

も本当のこと、本当に自分が経験したこと、本当に自分が思

ているのではないでしょうか。

ったこと、見たことを書きさえすれば、感動してもらえる川

川上弘美が芥川賞を受賞した『蛇を踏む』という小説は蛇

を書くことの不思議さや醍醐味を興味深く述べています。

はあとがきに書いています。「本当」と虚構との関係や、物

田辺聖子より私が数倍好きな川上弘美という作家がいま

柳になると思っている節があります。
す。その川上弘美に『ハズキさんのこと』というエッセイの
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を踏んでしまい、蛇が「踏まれたのでは仕方がありません」
と一緒に暮らし始める話です。『神様』という、こちらも何
か賞をとった小説ですが、こちらはアパートの三つ隣の３０
５号室にくまが引っ越してきて、散歩のようなハイキングを

でも書けるのではないかと思っています。

□抽象化する川柳の歴史の中で

なさんご存知のように出題されていました七七の言葉は観念

化するときに感じる「虚」についてお話します。前句付はみ

〈石田〉 私は虚実論の虚から若干離れまして、物事を抽象

生身の作者の事情にこだわって、句の背後の作者や状況に

したりする話が書かれています。
縛られていたら、こんな発想の小説は理解できません。川上

この卓見をふまえまして、敷衍しながら河野春三さんが「前

語、観念的な抽象語です。国文学者の宮田正信さんはそれを

彼女の小説は現実からふっと離れている世界がふつうに表

句附の自由性に思う」（「天馬」十号 と)いう川柳の性格を
探究する文章をお書きになっています。ところが、近代から

とらえて、観念的に抽象的な言葉である方が前句付の書き手

れて、事実とは違った不思議な感覚や感慨があります。日常

現代にかけまして、川柳の主題や

弘美は決してマイナーな作家ではありません。当代屈指の人

のすぐそばにある非日常が顔を出したり、日常が非日常を抱

発想に抽象した概念や観念が非常

気作家です。昨年は芸術選奨文部科学大臣賞も受賞していま

え込んでいることが見えたりします。彼女の小説は切実で重

にとっては具合がよかったということを書いておられます。

大なできごとを書いているのに切羽詰った息苦しさはなく、

に多く書かれるようになってまい

すし、最近芥川賞の選考委員にもなったはずです。

暗く深刻な仕上げ方になっていません。

忠実であろうとけなげにつとめています。虚の方に言葉の向

川柳人はあまりに真面目すぎるように思います。「本当」に

虚と実を単純に区別することはできないでしょうが、今の

をえない歴史の中に我々がいると

の現実そのものが変わってこざる

られましたところから、若干川柳

三さんが川柳の性質や特質を考え

りました。宮田正信さんや河野春

いう実感があります。抽象された

きを変えてみると新しい世界が拓けます。「本当」に縛られ
石田柊馬

ることなく、虚の私が書く虚の川柳と割り切ることができれ
ば、放射線状に広がっていくおもしろさのようなものも川柳
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これらの川柳を大掴みに読みながら、それをどのような言

などと、あからさまな欲望を書いています。

葉によって自分が認識するかというときに、すぐに「したた

主題や発想が、樋口由紀子さんがおっしゃられたような表現
としての虚構の展開にいま繋がってきた。そこで、川柳の性

に出てこないと、「虚」の空間を感じます。しかるべき言葉

質や特質、川柳性がどのように生きていくかということを考

が出てこないときに、その「虚」を埋めないと自分の認識を

か」「一筋縄ではいかない」「手強い」などの言葉が私の中

江戸時代の川柳を読んでいると、その書き手や、江戸に生

確定することにならない、そういう焦りを感じることがあり

えねばならない時期に現実に来ていると思います。
きている人達を「したたか」だとか「一筋縄ではいかない」

象徴的な「言葉」で表現されています。古川柳の書き手達が

と(いう地域の名称 」)「猪牙 役(人を吉原へ連れて行く舟 」)、
あるいは「もがくなよ」「どこですべい」という性愛など、

江戸時代の古川柳では「関ケ原」「おし碁」「葦の難波

とか「手強い」人達だという言葉で認識することがありま
柳多留 四篇

ます。

関ケ原すてっぺんからおし碁なり

す。
これは関が原の合戦で、「おし碁」というのは囲碁の専門語
で、圧倒的攻勢という意味です。
同 十一篇

出会った「虚」の空間、そこに、古川柳の抽象能力の質や限

御勝利はあしのかれ葉を刈る如し

大阪冬と夏の陣。「葦の難波」は大阪方のことですから、い

柳多留 三篇

界が現われているように思います。

象された認識が、作者にも読者にも共感要素として、「虚」

は、具体的な状態を書いていますが、恋愛感情についての抽

母おやもともにやつれる物おもひ

わば徳川家へのお追従を書くとともに、江戸に生きている自

同 二篇

分達の帰属意識も感じさせている。でも徳川家が中心にある
役人の骨っぽいのは猪牙に乗せ

社会での行政機関に対しては

に「虚」の空間の抽象された認識が、作者の想像力によって

が強くなると、その表現に個人のメッセージの性質が増え

近代から現代にかけて、「私」、個人、という意識や認識

のところにある句だと感じています。江戸時代においてすで

役人になると小児 こ(ども も)むつかしい 同 八篇
と、役人を対象化して、社会規範と自分達の利益についての

「虚構」として表現された一例だと感じられます。

もがくなよ麦がいごくと知れるはな

関係を書いているわけです。一方では
これからはどこですべいと麦を刈り
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て、主題や感情や、それを取り巻く状況などが、個性的に抽

音もなく花火のあがる他所の町

前田雀郎

遍的な感情や感慨が、抽象的な認識として感じられます。ま

の句には、具体的な情景があるとともに、その抒情には、普

近代化のなかでの抽象が、大掴みであれ、緻密で鋭い抽象

象化されて表現されるようになってきます。

加藤楸邨

た、抽象的な認識が、感覚的にイメージされた俳句の一例に

で満たすことがあります。そこに川柳と言う文芸の〔形式〕

私たちは、句を書くときに、「虚」の言語空間を「虚構」

が思い出されます。

ふくろふに真紅の手毬つかれをり

であれ、具体的なものごとの綴方的な「報告」から、作者個
人の創作的な言葉を増やしていったのです。
つまり「虚」の空間に、抽象を経た「虚構」の展開が増え

の働きと、個々人の感じている「川柳」という文芸の特性や

ていった。とりわけ戦後に実存的な意識が働いて、個人の境
遇や境涯や状況と、思いの抽象化は、作者独自の言葉となっ

伝統の作家で有名な中村冨二さんの句です。季節の移り変わ

中村冨二

りを伝統的な感情で捉えながら、個性的な「虚構」を表現し

蟻が音を担いで消えた秋である

性質などの、伝統が作用しています。例えば

て、川柳の表現の質が変化してまいります。
むろん、句を書くときの様々な抽象化の際に、感性が働い
に浮き上がったり、引き出されたりすることがあり、それが

たり、作者に深く堆積されたものが言葉となって、無意識的
川柳における【詩】の表出法の一つであることは皆さんご存

る原因の一つになっていると思います。いま、現代川柳の作

しようとする句を書いています。そこに、言葉に纏い付いて

う認識を持って、そこに言葉と言葉の関係性の面白味を展開

細田洋二さんは「虚」の空間は作者の自由裁量の空間だとい

細田洋二

ています。

者に、「虚」の空間が意識されればされるほど、そこに書か

いる既成の概念を見つめる知性的で、覚めた視線がありま

荷馬車なフィルムと放蕩な洗剤の恋

知だと思います。これが作者自身の自己追求によって、一般

れる「虚構」は、【詩】の要素を強く持つ傾向にあることは

的な共感要素から離れると、詩性川柳がナンカイだと言われ

「バックストローク」をお読みいただければ、よくわかって

す。

柳の発展とか進歩と見るのは、近代的な進歩主義の暢気すぎ

これらの、作者独自の、抽象や表現をもって、単純に、川

いただけると思います。ただし、詩と詩でない川柳の両方を
川柳概念としてかかえていかなければ、川柳が狭い視野にな
ってしまいます。
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史的な認識の中で相対化すること

先輩達と自分達の川柳、という歴

の意識や「虚構」の展開に至った

のところに立って見れば、「虚」

あるという、渡辺隆夫さんの観察

挑発力やエネルギーを失う方向に

前句付に始まった川柳が、いま、

る楽観でしかありませんが、逆に、

す。

ありませんので、（笑）その点誤解のないようにお願いしま

を入れていただきました。パネラーの方々の自己顕示欲では

ます。私からお願いしまして、そのうちの一句、ご自分の句

ください。「虚の句・五句選」を事前に選んでいただいてい

ういうものか、お話いただくことにします。レジュメをご覧

ます。それでは次に具体的な作品に即して「虚の句」とはど

中から問題点が浮き彫りになっていけばよいものと思ってい

て、それぞれのパネラーの方々の切り口の中から、その幅の

【 樋口由紀子の読む五句 】

赤いピッコロを買ってやる 肥った妻に

かし、根本的に違うのは書かれている事実性が感動を保証す

ひょっとしてこういう事実があったかもわかりません。し

中村冨二

ができるだろうと思います。
この意味で、石部明さんの川柳
の変遷や、いま、「私性」「私川
柳」から脱け出た多くの川柳についての読みが、川柳の前進
を考える上で、大きな意義を持つでしょう。
これから、川柳人が「虚」の空間を意識することは、ます
ます増えていくと私は思っています。

るものではないというところです。事実はこの句の価値を決

定しません。「肥った妻に」「赤いピッコロ」という言葉を

ぞれの切り口で問題提起をしていただきました。四人の方々

〈小池〉 ここまで、パネラーの方々に「虚」についてそれ

もありません。現実の中村冨二の状況を句にしたのではな

報としての肥った妻でもなく、事実としての赤いピッコロで

は寓話的存在であり、「赤いピッコロ」は寓話的な物で、情

□「虚の句・五句選」の読み

からの「基調報告」と言ってよいと思います。「虚」という

く、中村冨二の感性の川柳を書いています。何ともないよう

得たことによって見えてくる世界があります。「肥った妻」

ものはこういうものだという定義からはじめるのではなく
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読み手の感性を刺激する川柳だと思います。

しい世界が生まれます。比喩の上手さで、想像力が介入し、

少しずれた虚構性を手に入れています。現実とはちがった新

在感があります。言葉を通してみることによって、現実とは

なことが一句になると思わぬ価値を感じ、何ともいえない存

時実新子が大衆に支持され、読者を多く持ったゆえんである

いという主観が強く表現され、この通俗的性への接近こそが

して、虚の世界に入っています。同時に殺してまで来てほし

の言葉から解放し、事件から物語へと移行させる役割を果た

ます。せっぱつまった感慨や言い回しのあざとさなどのナマ

彼女にとってこの場面が一番興味のある場所であり、作者の

新子は男と女の場面をよく選択して句にします。たぶん、

妻をころしてゆらりゆらりと訪ね来よ

つづけた、時実新子はみごとな虚の川柳作家だったと思いま

をする女や、感情の起伏、烈しい女性のキャラクターを演じ

りもいい。彼女の句は句に感情を求めるときに最適です。恋

と思います。素直な表現、それでいて歯切れがよく、思い切

時実新子

価値観がそこに存在しています。初期の作品に比べるとこの

石部明

す。

チベットへ行くうつくしく髪を結い

句は肩の力を抜いた余裕のようなものを感じます。自分の思
いと距離をとることによって句にふくらみができた。それは

現実のチベットがどんな気候で、どんな所かなんかは関係な

チベットというのは石部さんの憧れの地であるようです。

この句が虚であることはすぐわかりますよね。だって、殺

く、この句を書いたとき、石部さんはふとチベットを想像

事実よりも虚構に傾いているからだと思います。

し、チベットに心を奪われたのです。チベットに本当に憧れ

ら、チベットという語感だけだったかもしれません。うつく

人してゆらりゆらりとはいきません。作者は妻をころしてま

しく髪を結う、行為を表現した、が、実際の行為ではなく、

で自分のところに来て欲しいという願望はあったかもしれま

「妻をころして」というわりには淡々としています。「ゆ

うつくしく髪を結おうとする感情、感覚を表現しています。

ている人にはあまりに無責任で不誠実かもしれませんが、彼

らりゆらりと訪ね来よ」という言葉と組み合されることによ

脆さと不安の匂いを漂わしながら、作者もよくわからない感

は彼の思い描いたチベットに憧れたのです。ひょっとした

って、奇妙にゆったりし、緊迫感は存在していません。「ゆ

せんが、それをストレートに言ったのでは作品になりませ

らりゆらりと」という、「妻をころして」とは次元の異なっ

情をまるごと見せたような、そんな気がします。自分のなか

ん。それは脅迫です。

た意味がまぎれこむことによって、事実から虚に移行してい
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た一句だと思います。穏やかな情感が漂っていますが、同時

にある得体の知れない感情に、なにか一定のかたちをあたえ

に連続している時間の流れや状況も感じさせていればいいと

な場所で虚の場を設定しました。式服という言葉がその前後

思いますが、私はそこで書きたくない。山のかなたは寓話的

思います。経験とか事実とは別次元の物語として私はこの句

に強い意志が漲っています。虚の句として大好きな句です。

を作りました。この物語を嘘だと思われても、物語を読んで

渡辺隆夫

渡辺隆夫はペシミスティックな穴に落ち入りがちな川柳人

るわけでもなく、憤慨するわけでもないんです。一方的に押

この句についてはさきほど申し上げました。

母おやもともにやつれる物思ひ

【 石田柊馬の読む五句 】

いただければ、それでいいと思っています。

宅配の馬一頭をどこから食う
を横目に不愉快を笑いに変える名人です。実を虚に変えてい
るんです。宅配という、簡単便利に送られてくるもの、ハン
コを押すだけでなんでも受け取らなければならないものです

し付けられるものを、さあどこから食おうかという開き直

川柳の歴史というものをそんなに僕も読んでいるわけでは

音もなく花火のあがる他所の町

が、それが馬一頭だと言うんです。そこで彼は悲壮感にひた

り。おおげさに言うことによって現れるものを、馬一頭と誇

前田雀郎

柳多留三篇

張することで見えてくるものの滑稽さを引き出しています。
事実ではないことを事実らしく仕組み、さあどうするか

へ置き直そうとしている姿が見えて、私の大好きな句です。

中ではこの句がもっとも抽象化された概念を普遍的なところ

六大家の中にも感じられたのではないかと思いまして、その

ないんですけれど、表現を虚構へ押しやる流れというものが

と、ユーモアたっぷりに仕掛けながら思索的な深遠がありま

さらりと伝えない。ひっかかるように伝えるんです。

す。「宅配」に彼独自の解釈をつけ、状況を際立たせた虚構

中村冨二

の表現で書いたところがおもしろい。何がおもしろいかとい

いし、秋というものについて一般に共通する感慨を冨二独自

けっこう変な表現ですが、秋の感情を書いているにすぎな

蟻が音を担いで消えた秋である

式服を干すというのは日常の出来事ですが、山のかなたに

樋口由紀子

干すということで現実の顔は見えなくなります。「式服を亡

うと冨二さんの中にあるけれんみが表現にでている。ただ

式服を山のかなたに干している

に仕立てています。

父の戻らぬ部屋に干す」にすれば、共感はしていただけると
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が逆に個性を殺すようなけれんみに行っている方向が、冨二

し、現在もけれんみがどんどん増えていますが、灰汁の強さ

感動というか、エンターテインメントの感動がありました

あの句集を読んだ時に、川柳がはじめて映画化されたような

これは『有夫恋』の句だったら何でもよかったんですが、

たことがあります。その意識というものが言葉と言葉の新し

「言葉につきまとっている階級性」ということをおっしゃっ

羽田空港の管制塔で働いておられました。この人の持論で

いうふうに人間に対しての批判で、本人は人間が好きだとい

りたい鳥はいないんだ、前列へ出る鳥は一羽もいないんだと

「人間に」の句を読むと、だれもこんな腐りきった人間にな

杉野十佐一賞の前々回・前回の大賞句なんですけれど、

庭の木が笑うところを間違える

人間になりたい鳥は前列へ

中村みのり

田口文世

ないかと思います。

さんのところあたりで止めておいてほしいなという意味あい
細田洋二

ね。虚の作家としては時実新子さんに並ぶ方はいないのでは

荷馬車なフィルムと放蕩な洗剤の恋

を含めながら、ここに挙げました。

い関係性を一句の中に作っていける。虚のところを埋めてい

細田洋二さんはあまりご存知ない方が多いと思いますが、

けると思われたんじゃないかと感じます。

僕は思っています。

う「実」があって、人間が嫌いという虚構の世界が描けると

石田柊馬

私のこの句は江戸時代の「もがくなよ麦がいごくと知れる

表現なのかなと思います。（笑）

むさし

言ってみたというようなことで、虚構を使っての一種の愛情

これも本人は離婚したくないんでしょうけど、とりあえず

離婚願望 ひまわりに雪降り積もる

いんじゃないかなと思います。

ったらそうなんじゃないかな、誰も笑うところを間違えてな

てないかも知れないなと僕は思っていて、何となく庭の木だ

違えるという読みもあるんですが、誰も笑うところを間違え

「庭の木が」も、読み方によっては本人が笑うところを間

越境やかくも荒々しきいちご

はな」というようなエロティシズムを近代から現代を経た現
在で書いてみたいなと思って書いてみました。
【 Ｓｉｎの読む五句 】
自分の中でまだ「虚」というものが定義できていないの

時実新子

で、選んだ句が本当に虚なのかどうかは自分ではわかりませ
ん。
指が告白をしそうで握りしめ
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ませんよね。（笑）そういう英語教育って何なんだろうとい

題があったんですが、そんな馬か花か見間違えるような人い

か、それとも花ですか」というのを英語にしなさいという問

僕の句ですが、中学の時の英語の教科書に「これは馬です

「これは鳥ですか？」「いいえ戦争です」

るとは少しも思わなかったと言っています。彼女は「骸」と

えたとしたのです。すると、作者が後にそういう解釈をされ

や「空蝉」の軽さになってしまったという思いを作者がとら

なとは思ったのですけれど、私の解釈では人間の亡骸をもは

し骸かな〉という作品を褒めたのです。いろんな解釈がある

り上げた雑談会で私が片山由美子さんの〈空蝉の軽さとなり

です。たまたま一昨年の『俳句研究年鑑』のなかの秀句を取

Ｓｉｎ

う。それと戦争表記の教科書自体が虚なのだという意味を含

という前提で作っているので、蝉以外には考えられない。そ

いうのは蝉の死骸からは離れない、「もの」からは離れない

めて書きました。
【 渡辺誠一郎の読む五句 】

がかりとして季語がひとつの安心材料になっているところが

いうか、手がかりにしている部分がありますよね。解釈の手

とんどが季語がありますので、季語を「重し」にしていると

うするかというのは難しいと思うのですね。俳句の場合はほ

思うのですけれども、虚の作品をどう鑑賞するか、読みをど

りませんが、実の作品の解釈というのはかなり確認できると

ように思いました。

よりも手がかりがない危ういところで解釈が成り立っている

感じたところです。特に虚の世界を詠う場合、川柳は、俳句

ですので、俳句の世界と川柳の世界の微妙な差を聞きながら

どう読まれるか、どう読んでほしいかという思いがあるわけ

うのは自分が発表すればそれでいいというだけではなくて、

句の読みが微妙に変わってくる怖さを感じました。作品とい

と『俳句を読むということ』 角(川書店 と)いう評論集の中で
書かれたのですけれど。どういうベースに立つかによって俳

れを人間のむくろとイコールにした私の解釈を勉強になった

あります。ところが川柳の場合はそれがないので、自由な反

虚の句の読みの前に一言、あとで議論になるのかどうか分

面それをどう読んでいくのかということを後でお聞きしたい

鷹女は原石鼎の弟子で、新興俳句系の情念の女流俳人で、

囀や海の平らを死者歩く

三橋鷹女

と思うのです。俳句の中でも伝統系の場合のように、季語を

〈夏痩せて嫌ひなものは嫌ひなり〉という有名な句がありま

尊重し、ものに即して作品を作る人と、そうじゃないところ
で作品を作る人とで解釈が微妙に違ってくることがあるわけ
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います。囀りという繁殖期の鳥がしきりに鳴く中で死者が平

す。そこから先のところで鷹女の姿が見えるような句だと思

のではないかと思います。

光とか風とか、さまざまな陰影、幻影を作品から読み取れる

しくはためいているような光景だと思います。旗の動きとか

「馬酔木」系の作家です。作者がここでは寝返っているの

青蚊帳に寝返りて血を傾かす

らな海を歩いていくという、ある種、幻想ですね。それが作
者なのか他者なのかは別にして静的な海の平らと囀りの騒々

能村登四郎

しさの対比がおもしろいと思いました。情念の虚構みたいな

ですけれども、作者と切り離して血を語っている。薄暗い青

蚊帳の中で血の音、ぬくもりまで実感できる俳句だと思いま

河原枇杷男

晝顔や死は目をあける風の中

世界ではないかという気がします。

を説明する人はいないので、川柳は困った世界だなと思って

私の句ですが、俳句の場合はこのような聴衆の面前で自句

渡辺誠一郎

す。広い意味で虚の世界に入れていいと思います。

ものが風の中で目を開けるという、非常に不気味ですけれど

いるのですけれども。（笑）私の作品にしては健康的な、虚

太陽を濡らして来たる鯨かな

永田耕衣の系統の作家ですけれども、昼顔は昼咲いて夕方

も、死がむしろ我々を見つめるような情景がよくでているの

の健康な作品で、ただお読みいただければいいと思います。

しぼんでしまう花ですが、死者ではなくて死という抽象的な

ではないかと思います。死と作者、あるいは我々との距離感

新興俳句系の、明治生まれの方ですね。ここでいう国旗は

抽斗の國旗しづかにはためける

でできている、すべて虚の世界で映画が成立しているという

は、あとの説明で分ったんですが、映画製作そのものがＣＧ

が世代のギャップを感じました。何でそうなのかということ

実とか虚というものを考えずに作品化しているというところ

〈堺利彦〉 特に感銘を受けたのはＳｉｎさんのお言葉で、

□ 会場の発言から

が絶妙だなという感じがします。河原枇杷男に〈ある闇は蟲
の形をして哭けり〉という、闇が虫の形をして鳴くという、
虚の世界を詠った句があります。これも向こう側の世界とこ
ちら側の世界とをうまく言い当てたような作品だと思いま

日の丸でもいいと思うんですけれども、戦争の象徴である日

す。

の丸が引き出しにしまわれ、静かにはためいているという幻

ことですから、生れたときからＣＧが駆使されている時代に

神生彩史

想です。戦争の象徴である旗自体が風の中で静かにむしろ美
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生きている人間は虚の世界の中に
人生が取り込まれていると、その
中で作品を作ろうとするときに虚
と実は区別できないんだという姿
勢や時代洞察が勉強になりました。
私も川柳をはじめたときに自分の
思いを大切にしなさいと教わって
いるものですから、表現された作
品を見たときに、作者の実生活に
還元するような読み方をしてしま
うわけです。作品を実の世界に重
石部明さんに「かげろうのなかのいもうと失禁す」という

ね合わせてしまう世界に生きてきたわけです。
作品がありますが、石部さんに妹がいるかどうかとは何ら関
係のない作品としていまの私たちは読むはずなんです。
虚と実の問題というのは、本当のことを言いたいために嘘
で表現して真実にせまるというのが古い考え方だったんです
ね。今日は嘘に嘘を重ねる表現はどうなるかというところを
もっと聞きたかったです。
〈渡辺隆夫〉 僕の句はほとんど虚だということになってい
るんですが、僕は句会で意地悪をするのが好きで言葉を入れ

替えるのが好きなんです。「赤い妻に肥ったピッコロを買っ

きしたいと思います。

ですが、川柳の場合はどうなのかを、私の方からむしろお聞

読み手がどう読んでくれるのかに神経を使って作っているの

うです。俳句の場合、「虚」の世界がどう鑑賞されるのか、

うな気がするのですね。だから、説明がつきまとっているよ

れど、川柳は完結してみせるみたいな気持ちを持っているよ

結できないもどかしさを持っているような気がするんですけ

るわけではないので、感覚的な感想になりますが、俳句は完

〈渡辺〉（誠一郎、以下同じ） 私は川柳をすべて読んでい

すけれど、渡辺誠一郎さん、いかがでしょうか。

と虚とはいえない。僕はこれは全部実ではないかと思うんで

虚なのかと思わないですか。もっとすごいところへいかない

品があってもいいと思うんです。川柳ははたしてこの程度で

句ではずいぶん虚を扱っていて、最初から虚から出発する作

親父の句なんかやっつけてしまえばいいと思うのですよ。俳

のですけれども、Ｓｉｎさんの世代なんかはどんどんやって

人がやったら、半分くらいは結社を追い出されるんだと思う

てみると虚の世界が広がってくる。そういうことを今の川柳

てやる」の方がおもしろいんじゃないかとか、言葉を動かし

会場から（堺利彦）
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言葉で遊んでいるような感じがするのですが、亀れおんとか

思いました。私は隆夫さんの川柳はあまり好きではなくて、

〈浪越靖政〉 虚というのは渡辺隆夫さんしかないのかなと
か。

ひまわりに雪降り積もる」は虚の句としてはいかがでしょう

の句をどう読むかという問題ですが、たとえば「離婚願望

る人はあくまで真実として見る。Ｓｉｎさんの句を見ている

の話ですが、これは真実を見せるためにＣＧを使うので、見

少し遊びたいという感じは持っています。ＳｉｎさんのＣＧ

はかなわないなと思います。思いから虚の世界に入ってもう

うことで、自分は遠回りしたので、俳句の王道をはやく見つ

たのは、「あまり遠回りしないようにした方がいいよ」とい

季語を大事にしながら句を作った作家です。私がよく言われ

句の系統で、若い頃は無季俳句も作っていましたが、晩年は

〈渡辺〉 私の先生は佐藤鬼房なんですが、鬼房は社会性俳

黄泉蛙などの虚の世界で遊んでいるのは、やはり隆夫さんに

と実際は虚を意識して書いているのではないでしょうか。

います。虚から入って自分の潜在的な実をどれだけ顕在化で

の虚構をどれだけ作り上げられるかという自分の挑戦だと思

り上げたくはない。しっかりと自分に実があって、その上で

ないでしょうか。ただ、実のないところから単なる虚構を作

るか実であるかという答えを無理に出さなくてもいいんじゃ

〈Ｓｉｎ〉 虚実を意識しないというよりも、それが虚であ

いるので、一字開けは必要ないと思います。

いと思います。ただ、俳句的に言うと「切れ」の効果が出て

積もるという一種の幻想風景として見れば少しもおかしくな

点が入る句だと思います。向日葵は夏ですけれども、雪降り

いる立場です。そういう目でみれば、この句も句会に出せば

的な俳句でもいいものはいいと、けっこう幅広い解釈をして

俳句でも詩情や作品としての完成度があるものはいい、実験

けろと言われたんです。ただ、いい俳句はいいと。伝統的な

きるかという作り方もあります。虚実のどっちであってもか

に妹の句が多いということですが、私が連想しましたのは鬼

〈小池〉 さきほど会場からご発言があった石部明さんの句
□虚の句のテクストをどう読むか

房の姉の句です。『十二の現代俳人論』 角(川選書 の)中の佐
藤鬼房論で正木ゆう子さんも取り上げておられますが、

まわないという感じですね。

〈小池〉 さきほど渡辺誠一郎さんから提出されました、虚
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杜若の精なり若き姉の死は

り、作者の後ろに作者の日常性と思想があるという、三点セ

どうしても抜けない。作品があり、作品の後ろに作者がお

れを全否定するわけにはいかないのです。虚構としてのみ読

ットの近代的な価値観は僕の中にも根強くあるわけです。そ

んでいいかどうかというときに、そのこと自身を忘れること

喜子喜子と呼びゐる姉の水鏡
こういう「姉」を詠んだ句はどのように受け取ったらいいの

入水の姉が誰へとなく微笑
でしょうか。
〈渡辺〉 鬼房の本名は喜太郎というんですね。ですから喜

人作品と対しております。

品としてだけぶつかればいいんじゃないかというところで同

だというのが今の僕の立場で、できるだけ読む方が一句の作
子といわれて、キー坊とも言われていたんですね。姉は実際
て、近くの沼に身投げをしたという。だから、残念ながら虚

中のどこにでも川柳の本があるという環境で育ったので、世

〈Ｓｉｎ〉 たまたま私は父親が川柳作家だったので、家の

にはいないんですけれども、姉のように慕っていた女性がい
構ではなくて実話に近いですね。

するのですね。虚の句の読みに関し

虚構だと思っていると実話だったり

だと思っていると虚構であったり、

〈小池〉 いや、驚きました。実話

まえば、もしかしてこれが自分の実なのかなと思える瞬間も

かり書いているわけでもありません。虚構の世界へ行ってし

ということで、実を書けと教えられたわけでもないし、虚ば

とじゃない。普通に日常にあるものとしてはじめられている

います。川柳を読んだり書いたりすることがあまり特別なこ

代というよりも僕の育ってきた環境が大きかったのかなと思

て、石田柊馬さんはいかがですか。

の同人作品について書いていますが、

エッチじゃないと言ってしまうんです。自分が嫌いだから。

と書いてありました。本当はエッチだったとしても、自分は

心理学の本を読んだときに、人間は自分が嫌いな生き物だ

あるということです。

この問題で悩んでいるんです。自分

本当は優しいんだけれども優しくない言動に出てしまうとか

〈石田〉 毎号「バックストローク」

の中にある作者の存在というものは
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も、そのセカンドライフの場所の売り買いでお金が発生して

架空のバーチャルな街があってそこで暮らすんですけれど

ネットの世界でセカンドライフというのが流行っていて、

かとなるとますます難しい話だと思います。そのへんを意識

の共通の問題だと思いますし、さらに虚の世界をどう読むの

題ですね。読みをどうするのかは短い詩形である俳句と川柳

思いました。それから、読みをどうするのかという解釈の問

方、川柳のパワー、時間の流れが俳句の世界と違うのかなと

思います。川柳の場合は季語とは遠い世界で作っているの

それでお金をかせいでいる人もいる。ネットで本当の世界が

しながら言葉のリズムなり、詩形の特色をきちっと意識して

ね。川柳もそれと同じで、なかなか自分の実というものが、

できて、それに広告を出すと商品が売れて本当のお金になっ

いないとすぐれた作品はできないのかなと思いました。今日

で、どうなるのかなということが大変気になりました。一

て戻ってくるというのが、いま欧米で流行っていて、こうな

実を書いているうちは出てこないと私は思うんです。

ると何が虚で何が実なのかがまったく分らない世界になっ

はどうもありがとうございました。

というのがどきっとこたえました。俳句の虚と川柳の虚とい

〈樋口〉 渡辺隆夫さんが言われた「この程度で虚なのか」

て、いま住んでいるのが実は虚なんじゃないかと思ったりす
るんです。
□シンポジウムを振り返って

はなくて、川柳の虚をどうやって作っていけばいいのかなと

うのは違っていて当たり前なのですが、俳句の虚へ行くので
〈小池〉 最後に、各パネラーの方から一言ずつお願いしま

思いました。もう一度また実に戻ってしまいそうになりまし

つかめない中で、十分なお話ができませんでした。言葉とい

できたと思うのですけれども、川柳というものの手がかりが

見ると絶対嘘だなと思います。読む方でも遊びながら川柳を

読むと実として見てしまうんですね。実っぽく書いた作品を

〈Ｓｉｎ〉 僕はひねくれているせいか、ぶっ飛んだ作品を

た。（笑）

す。

うのは共有財産ですので、虚の作品を作るときにどこまで共

楽しんでいます。

〈渡辺〉 俳人だけの集まりであれば、もう少しうまくお話

有できる言葉で表現できるかということが大事ではないかと
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〈石田〉 虚・虚構ということが意識されて、ようやく一句
が作者から離れて独立した強みをもつ時代が訪れてきた。そ
れは多くの作品を読むことにつながらねばならないし、多く
の作品を読むことにつながったときに、川柳はこれまでなか
った批評の時代というものが本当に始まるのではないか。批
評の時代が始まるということは、読みの時代の批評の必要性
というところから見れば、作品の媒体としての出版物、句
会、大会、インターネット、雑誌、そして句集、そういうも
のがより多く読まれる時代になってきたなと。やっと批評の
時代が始まりかけている、句集の時代が始まったというあつ
かましい印象を述べてもよいのではないかと思いました。
〈小池〉 本日は「虚」の視点から作品を考えるという、川
柳ではあまり例のない試みをあえて行いました。このシンポ
ジウムがこれから現代川柳を作り、読むときに何らかの新し
い領域を切り開くための契機になれば幸いです。会場のみな
さま、最後までご静聴いただきまして、ありがとうございま
した。

会場から（渡辺隆夫）
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前田一石

選

山河舞句

【系】

家系図のぽかりと浮かぶ春のダム
都築裕孝
野沢省悟

癒し系かもそうめんも九条も
系統的に地球のピロリ菌ですよワタシ
小島文子
前田ひろえ

体系のこわれゆく音河口まで
系図の途中遺伝子組み替える

前田芙巳代
佐藤美枝子

多産系の犬だったか母だったか
ゴキブリの生態系は見逃さぬ

筒井祥文
吉澤久良

知事官邸はカッポレ系である
直系の巫女世襲して塩の塔

大友逸星

酒井かがり

太陽系から冥王星へ紙オムツ

滋野さち

プシュッと洩れる華麗なる一族
たてがみが三ツ編みである父の系譜

大塚ただし

小嶋靖子

浪越靖政

これは兄あれは妹さやの中
落武者が系図をはしる

八戸むさし

八戸むさし

遺伝子の一つを亀と取り換える

遊ぶには最高の日に死ぬやつら

父方も母方もみな土石流

広瀬ちえみ

牛になる

父方は爬虫類と聞いてます

リンゴ系わたしのコンセントをどうぞ

水系をたどりアダムとイブになる

直系のエアポケットに巻き込まれ

言うなればジョナサン系で飛んでいる

系図からポトリと鳥のフンこぼれ

赤チャンポストにも母なる銀河系

コンビニで時々売っている系図

屋上に上がってこない原宿系

燃焼系の妻にタオルをなげてみる

関西系ラジオが終戦の誤報

てのひらに家族並べて点呼する

傍系で初心な絶縁体なれば

太陽系の隅混み合って紙おむつ

そういえばピン芸人の家系なり

ひとり静

酒井孝代

小池正博

八嶋静波

田中博造

石部明

唐木浩子

野沢省悟

樋口由紀子

浜田則子

竹下勲二朗

岡信かず男

吉澤久良

加藤久子

白藤海

石田柊馬

うぶ

受話器からガラガラポンと土足系

法律は黒ブタ系になってゆく

浮千草

準特選

家系図のあちらこちらにあるバケツ

直系の一日重い首である

骨ひろう系統だてていく時間

前田一石

櫟田礼文

特選

軸
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極東にドナルドダックの巣が落ちる

泣き真似をしているようなアジア家具

ひとり静

進藤隆廣

八戸むさし

堤文月

選

サイコロを天安門で転がせば

筒井祥文

アジアならたぶん火曜の午後だろう
Ｓ

【アジア】

中国にスプーン曲げを見せられる

ここまできたら中華マンでも蒸かそうか

答案はアジアに○をつけました

楊貴妃もあびた黄砂をあびている

ヒマラヤに祀る胸毛をちりばめる

耳の裏アジアのにおい確かめる

アジア百年さくらんぼの種飛ばす

お腹がぽんと出ている国がひとつある

へその緒とアジアの甕に横たわる

太ももの内側で識るアジアの血

日本に生えるアメリカの陰毛

コインランドリーで洗って返すアジア

ゴーギャンのアジアの中のハンモック

ヒマラヤにとげぬき地蔵建ててくる

箸で持つには中国は重すぎる

酒井暁美

鈴木せつ子

野沢省悟

勝又明城

兵頭全郎

大友逸星

都築裕孝

横澤あや子

笹田かなえ

八戸むさし

前田ひろえ

唐木ひさ子

大沼和子

大塚ただし

i
n

筒井祥文

白藤海

樋口由紀子
加藤久子

わたくしもあなたもアジア人ですよ
斉藤幸男
ひしめいて巨大なギブスになるアジア
石部明
奥歯のすきまの中国がややこしい
吉岡とみえ
ぐにゃぐにゃに溶けるアジアのアスファルト 小池正博
横澤あや子
北野岸柳
本村靖弘
広瀬ちえみ
酒井暁美
石田柊馬
石部明
北野岸柳
富山やよい
大沼和子
石田柊馬
畑美樹

ゆっくりと噛んでアジアをアジアとす

しどろもどろのアジアの靴がピッタリで
アジア大陸の鼻クソに住んでいる
軍港に桃を浮かべているアジア
芋の葉の露に映っているアジア
浅葱の青を囲っているアジア
撓むだけ撓む竹かなアジア哉
ひまわりとアジアはきっと同じ意味
蒙古斑例えば嘘が上手いとか
歌声はアジアだったりする昨日
ニッポンを極東アジアに立て掛ける
昨夜のおでんとアジアのわたし昼寝
アジアのアと言ったままの電柱
準特選
兄弟はアジアのようにしゃがみこむ
つま先を入れるとぶかぶかのアジア
特選
まっすぐなアジアの黒い髪ゆれる
軸
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【するめ】

横澤あや子

選

寒風にさらされイカは雅号受く
斉藤幸男
するめの匂いする三丁目の夕陽
佐藤美枝子
五体にはほとんどスルメたまにイカ
野沢省悟
沢庵の尻尾とするめ談合せり
本多洋子
日の丸君が代するめの天日干し
吉田風川
ミサイルのするめが飛んで花火かな
吉岡とみえ
改憲か護憲かするめ舐めてから
山河舞句
ほんぽうな・るすするするめ・するするめ 白藤海

前田一石

佐藤幸子
都築裕孝
高田福夫
勝又明城
大沼和子
北野岸柳
石田柊馬
八戸むさし
八戸むさし
広瀬ちえみ

あたりめかするめか戸籍ややこしい
噛めば噛むほど皇紀二千六百年
二枚ずつするめを渡される野党
食べごろのするめがダリの絵の中に
スルメでごめん来世は人になる
謀叛人するめの味を知っている
憲法とするめの耳を炙ってる
死ねなくてスルメの足にぶら下がる
スルメには助演男優賞をやろう

墓石センターするめうまいかしょっぱいか

偶像崇拝するめは食べる前に焼く

Ｓ

猫が来る背中にするめぶらさげて

したたかなスルメだいつも濡れている

夏の夜のするめに首をしめられて

「尋ね人」少しスルメも関わって

せり上がるするめ落暉の直前に

何がなんでも丸いと言い張るするめ

あれはするめか魔の海域を泳ぎきる

イケメンを焼くとするめの匂いする

今回は諸般の事情でするめです

経文をまたぐ生乾きのするめ

戸籍謄本見れば確かに名はするめ

しゃぶられてするめつれない素振りする

するめ見せ国境をすり抜ける

ロシヤにはドストエフスキーというするめ

眠りからさめると脚からするめになっていた

鈴木逸志

本村靖弘

一戸涼子

酒井暁美

山田ゆみ葉

前田ひろえ

小池正博

渡辺隆夫

丸山進

岩渕比呂子

石部明

新藤孝廣

丸山進

石田柊馬

田中博造

纏足のかかとがなぶっているするめ

吉澤久良

てんそく

準特選

野沢省悟

横澤あや子

石部明

するめにならないよう産湯につけている

恋人はまっ黒になって飛ぶするめ

このへんが多分顎だというするめ

特選

軸
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スルメなら抱かれてもいい節がある

i
n

添田星人

選

小嶋靖子

【花子】

とりあえず太郎の横に座らせる
広瀬ちえみ
本多洋子

一面の無数の花子の祈りかな
太郎冠者花子を馬鹿にしないでよ
野沢省悟
勝又明城

まないたのしっぽに咲いている花子
パリ帰りの花子に下半身がない

唐木浩子
大友逸星

大人びた花子と揺れた笹の夜
ポストから手ぶらで帰って来る花子

都築裕孝
新藤孝廣

花子おばあさん時々死んだふりをする
トイレにも花子の書棚置きました

横澤あや子

大沼和子

皿二枚つけた花子の吹出物

野沢省悟

花ちゃんは駄菓子屋さんへ置いてきた
くしゃみして散らぬ花子と散る花子

浮千草

酒井暁美

象の花子は見たくなかった雪景色

佐藤幸子

胡瓜も花子も少し曲がってやってきた

臨死体験花子に会ってきたという

守田啓子

八戸むさし

笹かまが好きと花子は嫁に来た

山河舞句

花子とは何もなかった馬の脚

百歳の花子が産んだ十二人

パスポート持たぬハナコという娼婦

夏に咲くただそれだけでいい花子

夕暮れの花子が花子らしくなる

黄昏の花子を掬う銀スプーン

昭和史の花子を追えばどしゃ降りに

花子です生まれは裏のポストです

花子って名前は決めてあるのです

象になる前の花子を知っている

恋人も妻も花子と呼ぶことに

甦る花子の花緒花子の刃

かきまぜてみんな花子にしてしまう

特養の花子が唄う天城越え

三人の花子と出会う禁猟区

裏返りそうだ花子になりそうだ

近すぎる山は絶対的花子

まったり笑う介護施設の花子たち

北野岸柳

若山大介

三浦昌子

加茂和枝

酒井麗水

酒井麗水

丸山進

伊藤はるひ

浪越靖政

浪越靖政

中山恵子

吉岡とみえ

播本充子

角田古錐

ひとり静

富山やよい

一戸涼子

中條節子

は

通り名は花子でいつも風邪気味で

花ちゃんはいじめられてた光ってた

準特選

都築裕孝

丸山進

のこぎりを一本買いにゆく花子
特選

次期戦闘機の仮称は『花子』です
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北野岸柳

選

畑美樹

【折れる】

おててつないで東京は折れる
山田ゆみ葉
佐藤幸子

ケータイをまっぷたつ美しい朝
葉ざくらは挫折だれにも気付かれず
滋野さち
小島文子

頚椎骨折ためらい傷と言われるか
箸折って素直な咳ひとつ

矢本大雪
樋口由紀子

車軸が折れそうなので夫だけ乗せる
グラジオラスは折れたまま咲く父の部屋

矢本大雪

土田雅子

夏がくるあなたが折れてくれたから

中條節子

仏前の百合を手折ったのはワタシ
折りたたみ式の個室を持ち歩く

鼓笛隊が通って話の腰を折る

山口組のあたりで折れるかもしれぬ

八戸むさし

野沢省悟

前田一石

筒井祥文

中條節子

恥骨だって骨折するんです

高田福夫

大腿骨鎖骨骨折日暮れだな

折り鶴を開いて折っている柩

播本充子

洗濯用ネットで折れているヒトゲノム

吉田風川

人並みに折れる戦闘機も鶴も

折り紙の一枚倒産のチラシ

結婚を叩いた棒が折れている

替え芯にされて折れ時見失う

吐き出した煙は折れてから消えた

折れる事知らぬ女で子が三人

年寄はヘアピンカーブで消えていく

平家物語を読んでから折れる

Ｓ

熊谷冬鼓

兵頭全郎

伊藤はるひ

浪越靖政

竹下勲二朗

赤ちゃんポストで鶴を折っている

春風は折れたとこから吹いてくる

廊下を右折する九条とポリバケツ

若山大介

広瀬ちえみ

本多洋子

丸山進

広瀬ちえみ

守田啓子

酒井麗水
人形の首折る

大塚ただし

うらうらとのみちをゆけばのみちでおれる

エクスタシーの手前を左折して海へ

八戸むさし

ポキンと折れる割り箸の人で無し

折り詰めの暗い光を食べている

吉岡とみえ

時給五〇〇円

咳をするたびに吐き出す折れた釘

屈葬の山のまるごと椿かな

準特選

佐藤みさ子

北野岸柳

丸山進

わたしたちの背は美しく折れ曲がる

折れたがる女はすぐに折ってやる

折れてくれ折れ線グラフなのだから

特選

軸
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i
n

【胃】

石部明

選

畑美樹
中條節子

胃のなかでじっとしているあめんぼう
胃に悪いことがニコニコやってくる
渡辺隆夫
広瀬ちえみ

胃カメラはパラパラ踊り得意です
胃袋を遊覧船が通ります
都築裕孝
前田芙巳代

ケンポー九条と胃の関係を述べなさい
胃の壁にこつんとあたるだまし船

斉藤幸男
吉岡とみえ

胃袋に入れたイラクの下痢続く
満月を呑んでしまって胃拡張

笹田かなえ

横澤あや子

たんぽぽの綿毛ぐらいに胃が痛い

北野岸柳

サーカスのテントになってくる胃壁
胃は袋だったと気付く五月病

熟れきった胃は裏返り僕になる

胃の中の女神大きな欠伸する

浪越靖政

北野岸柳

竹下勲二朗

鈴木逸志

伊藤はるひ

ごめんなさいと胃袋であやまって

富山やよい

胃の穴をふさいでからのプロポーズ

胃カメラは月面着陸したようだ

古俣麻子

胃袋やテトラポッドや苔むして

加藤久子

胃袋にいる馬面の調査員

胃袋の砂丘ぽつんと螢光灯

水色にもう戻れない胃酸過多

胃の中を胃のない馬が歩く宵

胃の異臭上空にある無人改札

フライングして胃の中へ入っていく

乾電池切れて胃ぐすり買いにゆく

ポタラ宮の空快晴の胃袋

ダリ

捏造のひまわりが咲く私の胃

胃と腸をさかさまにして姉は泣く

落下する胃がまっ白な雲をひく

胃袋が渋滞してるハイウエイ

本多洋子

守田啓子

ひとり静

筒井祥文

吉澤久良

小池正博

小島文子

石田柊馬

樋口由紀子

兵頭全郎

角田古錐

空き箱はみんな胃薬だった箱

胃袋もキャベツの芯も棄権する

自転車に括る胃袋レジ袋

樋口由紀子

笹田かなえ

天谷由紀子

加藤久子

黄水仙だか胃下垂だか

イギリスの兵隊さんの胃と揺れる

今ぶつかったのは胃袋でしたね

畑美樹

準特選

石田柊馬

石部明

天谷由紀子

胃カメラに撮られてそよぐあやめかな

駅裏の月夜散乱している胃

胃の底に溜まる纏足の少女

特選

軸
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in

仙台

仙台の同人・会員中心に受付を担当

仙台在住の同人広瀬ちえみ（閉会あいさつ）

選者室

名司会・山河舞句

脇取と呼名は松永千秋（左）・前田ひろえ

シンポジウムの様子をイラストに（竹下勲二朗）
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懇親会も盛り上がりました

参加してくださった皆様、支え
てくださった川柳杜人社の皆様、
ありがとうございました。

次回予告

特集
「詩のことば／川柳のことば」
詩のことば
大橋愛由等
川柳のことば 樋口由紀子

ほか
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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

石部明選

雑詠８句
投句先 〒709-0421 岡山県和気郡和気町日室519-12

３句

課題吟「揺れる」

後 記
▼仙台は緑色だった︒

▼﹁緑色﹂には︑実にたくさんの色がある︒今こうして座っ

ている山小屋の窓から見える木々の緑も︑一枚ずつ︑違う色

合いと質感と輝き︒仙台にも︑そんなうれしいにぎやかな緑

色たちが集まった︒杜の都の輝きに囲まれて︑なつかしい懐

に吸い込まれるような２日間が︑たまらなくなつかしい︒仙

台に集まってくださった皆さん︑大変な準備を引き受けてく

ださった仙台の皆さん︑ありがとうございました︒

▼川柳は︑いつしか真新しい扉を開けたのではないか︱そう

感じ始めていた︒仙台での﹁虚﹂をテーマにしたシンポジウ

ムの言の葉ひとつひとつの中に︑その答えにつながる何かが
ある︑と感じている︒

▼今号の読みの特集︑清水かおり︑石部明の文章の中にも︑

新たな海へ漕ぎ出そうとする意思が感じられる︒毎号の石田

柊馬︑石部明による読みの展開も︑先を見据えた意思を持つ︒

▼この山小屋はトタン屋根なので︑雨の日はひときわにぎや

かになる︒枝葉を広げた栗の木からの滴りが︑ときどき大き

な音を立てて屋根を転がり︑そんな不連続な音が︑心地いい︒

そんな実の世界にいながら︑虚を思う︒

▼この裏山には美声を持つウグイスもいる︒目覚ましがわり

︵美樹︶

に啼いてくれる朝がある︒そんな美しい朝にも︑何故だか虚
を思う︒
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自選７句

wind-notes

浪越靖政宛
投句先 〒069-0813 北海道江別市野幌町31-21

石部明宛

同人雑詠

aqua-notes

8月25日締切
2007年

句
投

・aqua-notes wind-notes への投句は同封の投句用紙をご利用ください 。

・課題吟への投句は、はがきでお願いします。句と同じ面にお名前をお書きください。
・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。

また、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。
・会員への参加希望の方は、編集部までご一報ください。お待ちしています。

・ 締切日厳守 でお願いします。作品到着後、「読む」を執筆しています。作品と「読
む」を同じ号に掲載することで＜読み＞と句が立ち上がります。よろしくお願いします。

http ://8418.tea c up.c om/ akuru/ bbs
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