第 23 号

あじさいの浴衣を追えば白うさぎ

井上せい子

大橋一弘

写真家

「功罪半ばする大会の在りようを一度総括し、今後の新

を選者に迎えているところもある。私の知らないところで

に登用し、新しさを模索しているし、実験的に俳人や歌人

あるいはシンポジュウムの発言者に、外部の人材を積極的

明

しい展開を模索するためにも、まず立ち上がることが先決

も新しい動きはあるに違いない。いずれにしろ、新しい大

石部

と考えた。行動することで何かが動くはずである。」と二

座の文芸として、句会、大会によって隆盛してきた川柳の、

い大会を開催することこそが、批判の具体的行動と考えた。

いささかの自己矛盾が気にならないでもなかったが、新し

うことである。そのためにもっとも重要なのは選者の資質

作品が寄せられ、作品にどう時代が反映されているかとい

会も地元在住の詩人に選をお願いしたが、要はどのような

や歌人を迎えたから新しいというものでもない。私たちの

会とは開催の方法や会場のあり方を指すのではなく、俳人

特殊な文芸性を否定することはできないが、変化をおそれ

巡りの中で間違いなく疲弊してゆく。大会に抜けるためだ

する姿に、私はひそかに大会の成功を確信した。

彼らの既成作家に臆するふうもなく、瑞々しい作品を発表

れない若い人たちの参加が多かったことがなにより嬉しい。

松山からの二十代の青年をはじめ、従来の大会では見ら

である。

けのがらんどうの句が量産されてゆく歪な現実を、個々に

近い例では、青森の「おかじょうき川柳社」では、選者、

いう古い体質から、何かが起こる気配はなかった。

は憂い、囁きあっているのだが、集の意見にはならないと

であるという錯覚は常態化し、結社大会も地域の大会も堂々

る体質が払拭されない限り、数を集めることが大会の成功

大会のあり方に常に批判的発言を繰り返してきただけに、

十号巻頭言で書き、ＢＳおかやま川柳大会を開催した。
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小池 正博
艶の客夏の嵐をやって来る
厨房に不仲な鮒と二人きり
お茶の水博士に贈る梨の花
諦念の枝を選んで降りそそぐ
姉さんは岩屋の中に冬籠り
黄昏に錯乱ボール売り尽す
人面の蛍を飛ばす夏の町

吉澤 久良
石抱いて水溶性の肉親よ
食物連鎖けたたましく反ニホン語
興亡史御簾を透かして泥の河
凶相の豚裏声の神の園
国つ神無為の干満瓦礫の刑
春はあけぼの追放の橋汗血馬
夏はよる野積の父母のエラ呼吸

大阪

京都

樋口 由紀子

前髪を切る前に聞く鳥のこと
頭の上にバケツをのせて間に合わす
地球儀を回し続ける梅雨の午後
対岸の菖蒲と遊ぶセロテープ
鏡台にまた浮き上がる外階段
葉桜になりそこなった兵士たち
物置のあたりが夏になっている

清水 かおり

前景と背景になる罷の言葉
エタノールで拭くと秘密をもらす
空ばかり流れ双面の兄たち
卵生は幸福の記憶だろうか
蓮ひらくあれは必要悪の音
原型は葡萄 知らない重さ
首都の別れは形而上学の中

姫路

土佐
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前田 一石
繕うか眼のなかの坂かけ下りて
春が来る前に配り物を済ます
錨沈めて中途半端な位置にいる
旅立ちの背に張りついた相似形
身体中包帯して灯をともす
投げた石が落ちてこぬ間に橋わたる
ゆりかごで聞いている耳よりな話

松永 千秋

玉野

福岡

目の裏に水ゆらゆらと花まつり
ぼんやりとゆっくり近づいてくる出口
それぞれに器を持って列につく
処置室できれいに過去を取り除く
自転車から下ろすきのうの川の音
ワンダーランド真っ白い布かけてある
水たまりの空を渡って花まつり

筒井 祥文

両耳をからげて海へ急ぐ猫
会心の塔で眠っているキリン
はればれと小鼓を打つマングース
占いは竜の落とし子婆が良し
だみ声の蛇の司会で始まった
アリクイは托鉢の影引きずって
理髪屋の熊の背中の大きさよ

渡辺 隆夫

京都

神奈川

死者九人寄り集まって一チーム
死後も楽しい東京ドーム
一死二死三振四球たのしい夜
さすが二番死後もきっちり送りバント
強打者は四番釜に納って
死に花も咲かぬ同士のチャンチキ釜
死球とは骨を押し出す釜ぢから
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横澤 あや子
流線型のころがっている春岬
麦もちの強度をはかる列ばかり
ねこの耳連れて根曲り竹でいる
跳橋の腰の灯りがしゃがんでいる
聖火リレーも消火リレーも裏山へ
口中が雲になったら荷物番
入れ替わる焼野が原の分母たち

松本 仁
右半身焔かれてサンダカン越える
蛇か掌か癩王のテラス這いあがる
三百万死に額づかぬ国額づく国
ベトナムの夜空で逢えた宗左近
聖火囲んで偽の四神がのし歩く
目には目を完全な死を取り戻せ
彼岸此岸いまどのあたり都鳥

八戸

京都

丸山 進

背後から他人の臓器に手をかける
事務次官という題名のオブジェ
あの頃を支配していた青い洟
喉元から筏で去って行く身内
高級な中国産の日章旗
うぬぼれが目立ち始めた芋焼酎
踝の上で審議は止まってる

前田 ひろえ

身の内のいまだに消えぬ雪崩音
全て揃えてもの足りない家具売場
何もないけど満ち足りたスリッパ
心療内科はいつも満員御礼
海だったころの私に逢いにゆく
絆創膏の下は新興住宅地
青空をときどき洗ってさしあげる

瀬戸

玉野
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松原 典子
最後の木伐られてずっと話し中
まなかいの立木いっぽんみな庶民
間違った答が回る観覧車
私事です缶切りで開けました
道連れの人からもらう舌一枚
見てくれの悪い下界のバスを待つ
忘恩のここに極まるうちの猫

北沢 瞳
閉まらない口に饅頭入れてやる
逢いに行く十二単を着せられて
桶の箍まだ許されぬ身であるぞ
ミステリーシャワーの後の肌で読む
喝采の中招かれて軍鶏の村
ユーカリは芳しわたくしに負けて
腹這いで待つ千年杉の森

岡山

大阪

一戸 涼子

干し竿に千年ゆれても乾かない
謹んで零す内向性の砂
コンクリはコンクリらしくくずおれる
存在の端っこに置く薄い耳
古漬のアジテーションを嗽して
リラ冷えの家は太った猫である
遠景のキリンに呼吸あわすゆめ

重森 恒雄

北海道

彦根

まん中へ馬を投げ込む一球目
上等のお菓子の箱のおまんじゅう
にょきにょきと生えてきた手にまかす腰
痩せた手を握り流れてゆくサクラ
つまらない人笑わせて夜のお茶
打ちやすいところへ羽根を返される
流氷の隙間を泳ぐ一号車
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津田 暹
洞爺湖に集うＣＯ 2吐いて
Ｈ 2ＯＨ 2Ｓこの世とは
宇宙へ逃げていってしまった希望
計画も財源も無い人の道
ガソリンになるかもしれぬ皮下脂肪
灰色のワルツ後期になって聴く
往復に飽きて脱線する電車

草地 豊子
長袴跨いで地方裁判所
風呂敷に引っ繰り返る死刑囚
正常位後方位 精神鑑定医
死刑無期かぼちゃか茄子かお買い物
左陪席右陪席にトマト
堂々とみんな見せ合う鼻の穴
首のないお囃がまだ鳴っている

市原

津山

柴田

夕起子

銅像になるまで喰って立ち枯れる
棒グラフ日毎夜毎の暴風雨
親指を吸う気の遠くなる民法
逆立ちをしても単なるフライパン
肩を組む溺れる者の蟹工船
にわとりの鶏冠が決める楽屋落ち
葉ざくらになりほっとする唯物論

石田 柊馬

岡山

京都

明日ありと思う鼠族の舌はげし
待つほどにゴジラの性器を想像する
延々とキケン分子の痴話げんか
労働歌ミイラほどけば鼬かな
まなかいに現状維持と彫られける
なすび成るお高祖頭巾は保守屋のイヌ
湯も水も蛇口も仏壇も狢
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井上 せい子
水はここまで横転のトラック
青すぎる海憂鬱な林檎ジャム
水滴になるまでの悪口まつり
あじさいの浴衣を追えば白うさぎ
回文のお試しセット夏の庭
夏の雲象の介護に明け暮れる
コンビニへ突っ込む息つぎのクジラ

広瀬 ちえみ

松山

仙台

ホームラン上がる邪馬台国というところ
舐めたならなんだか苦そうな空
蝸牛の葬式に行くカタツムリ
誰か止めてあげねば夜の噴水
めそめそと大人になってもする赤だ
浮きながら五丁目七の五のあたり
おらが春はすってんてんになっており

くんじろう

針金に花を咲かせて金五円
うどん玉五円パンのへた五円
紙芝居五円の飴の大嫌い
子守した五円を貯めて銀玉鉄砲
アイスクリン二人で五円ずつ舐める
手作りの凧に凧糸の五円
五円玉握って蚊帳の泣き寝入り

高橋 蘭

大阪

北海道

古井戸の水面シレー ッと口を拭く
円周率しぼりヘドロを深くする
平均寿命までの便座をすげ替える
よろず気を集めて人肌に戻る
眞夜中の地底にかえる子守唄
狂院の窓へ蹴鞠をけりかえす
目を外らす間に狂いだす木木みどり
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白藤 海
西宮

京都

カメラマン カメラの中で待っている
このひとも素手で井戸掘る人である
さんばばじるるんばさんぽすかんぽじるば
できたての虹を煎じてのんでいる
黒革の漢和辞典を晩餐に
満潮の大阪湾にするマスク
向こうからねばならないがやってくる

田中 峰代
親友のかなしみ預かるにさんにち
抱かれるのを拒んで猫のものおもい
さんよっか猫の匂いの夫といる
落し蓋ついつい本音手暗がり
一枚のハガキを待って雨しごにち
首の骨ギコギコあしたへ繋ぐもの
たまごからめだかにごろくにちの錆

浪越 靖政

夏あらしサプリメントは空である
膏薬の下の止まらぬ土砂崩れ
しりとりは終わりにしよう昼の月
旅なかば象の尻尾を見失う
スタミナ温存さくらから紅葉
発酵を終えたら次ページへどうぞ
死に場所が見つかるまでの胡蝶蘭

金築 雨学

背開きのアジと女が干してある
ヘビの穴ばかり覗いて退職後
女の気象予報士の耳たぶ
山形の話島根の話まとめよう
桃色の安定剤を持っている
缶ビール一缶ずつの夫婦かな
ノコの刃を研いで男の日暮れどき

北海道

島根

12

山田 ゆみ葉
京都

高槻

システムも詰めて卵を産み落とす
擬態するつもり明るい石切り場
見直しの続きカーテンレールのル
風のない夜はサナギになりましょう
旅立ちは行方不明の兄たちと
食べ尽くした山椒の根の土になる
シュレッダーをほじくりせせる涅槃風

兵頭 全郎

二時五分滝壺を埋める沈黙
四時過ぎの４２・１９５㎞
流れからナガレをすくう毎一〇時
振り向いて一三時質欠乏症
一九時のユウウツを煮る北新地
二四時発のサカサを乗り過ごす
今日もこの時報を置いて今日とする

古俣 麻子

川崎

伊那

肉食す明日は脱皮をする少女
日雇いにメークをさせているハケン
うそまじでわけわかんない木瓜の花
賢人も詩人も母も同病棟
遠い沼しか見ていない安定剤
どの顔も車窓に飛んでゆく日暮れ
産声はピンク茅葺き屋根の上

畑 美樹

ふたりいて思い出せない佐渡おけさ
それからは月の匂いの乗車口
だいたいは東京湾で許される
片方の肩でアジアを押している
うっすらとリズムを刻む食器棚
川の向こうにあさってのあさごはん
告白の耳からえんどう豆こぼれ

13

石部 明
岡山

存在しないものの水滴
歯茎など見せて四、五本棒が飛ぶ
いにしえは蛇か鏡か
ひまわりの束を担いでゆく彼岸
春愁の義足鳴らして踊りけり
死ぬときはこちらのドアが開きます
自転車を狂気のごとく研ぎつづけ
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アクア︲ノーツを読む

リアリズムの現状
石田

柊馬

日も雨も、「諦念」にまみれた「枝を選んで」まだまだ洗

興亡史御簾を透かして泥の河

石抱いて水溶性の肉親よ

同

同

同

吉澤久良

い直せると「降りそそぐ」。言外に幹 世(界 が)感じられる。
人間と世界への親愛と批判の書かれた一句。

凶相の豚裏声の神の国

吉澤久良の川柳が変わった。「石抱いて」「泥の河」「エ

夏はよる野積の父母のエラ呼吸

ラ呼吸」などの流通言語が並んで、作者の重心がメッセージ

小池正博

「不仲」「鮒」「二人」とＨｕ音。一方は調理、一方は食

性にあることがわかる。この四句、目前の現実へ、人間のつ

厨房に不仲な鮒と二人きり

材という関係だが、たがいの存在があって成り立つ世界なの

くりあげた歴史、その荒々しい生と性が、句語、パロールと

小池正博

神教であれ読者の意識を世界へ押し出して、個々の心性をあ

豚」は我々の生き様に重なる。「神の国」が一神教であれ多

の深き欲望』『にっぽん昆虫記』などを思わせ、「凶相の

なっている。「野積の父母のエラ呼吸」は、今村昌平の『神々

だ。食い食われる市場経済下で、現代人は孤独である。「二
小池正博

人きり」が巧い。
黄昏に錯乱ボール売り尽す

個々が「錯乱ボール」を売り尽くす「黄昏」、売りっぱな
お茶の水博士に贈る梨の花

しの、キャッチボールにならぬ「黄昏」。

物置のあたりが夏になっている

葉桜になりそこなった兵士たち

鏡台にまた浮き上がる外階段

同

同

樋口由紀子

ぶりだす。

である。二十一世紀になっても「花」は実を結びませんね、

「アトム」 手(塚治虫 が)誕生してから半世紀が過ぎた。そ
の「お茶の水博士」に「梨」二十世紀の「花」を「贈る」の
でもあの「アトム」は二十世紀の「花」でしたよ、と。創作

のあたり」と別の位相の句語だ。「また浮き上がる」の、前

「兵士たち」は、「鏡台にまた浮き上がる外階段」「物置

望の、アトムだった。一句に内在する二十世紀論。

後の時間を読者に預けるストーリー性や「夏になっている」

者は希望を書くことができる。アトムはその希望だった。希
小池正博

諦念の枝を選んで降りそそぐ
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自身について、世界について、「知らない」ことの膨大さ

同

を忘れて人間は生きている。喜怒哀楽の感情も、消費の一瞬

首都の別れは形而上学の中

った」と、濃厚な感情を纏って読者にあずけられている。

陰影への感興と違って、「兵士たち」は「葉桜になりそこな
「葉桜」の句は、「鏡台」「物置」の句と違う質のメッセー

の快癒も、市場経済の酷薄さも、流通経済下に生活する慌た

受身をもって生きている。清水の七句は、現在の世界、現在

うに肥大する「首都」のちからを、先験的に有るものとして

だしさに揉まれて過去へ送っている。例えば、自然現象のよ

の句にも、気だるい「梅雨の午後」の情感だけではなく、

の言語の中での人間の謙虚さがどのように有り得るかを問う

樋口由紀子

「地球儀を」「回し続ける」作中主体の感情が表現されてい

ている。

地球儀を回し続ける梅雨の午後

ジ性があるのだ。

る。樋口由紀子の川柳は多くの場合、人間や世界についての

清水かおり

春が来る前に配り物を済ます

繕うか眼のなかの坂かけ下りて

同

前田一石

間への関心、川柳と言う文芸の位相である。

で大きな大きな主題が見える。川柳人が示している世界と人

今号の小池・吉澤・樋口・清水らの句に現代川柳の先端的

ともいうべき人間の現実「双面」。

「空ばかり流れ」て過去から受け継ぎ未来へ渡して行く業

空ばかり流れ双面の兄たち

作者の新しい自己認識が書かれ、いずれもリアルな〈意味〉
の表出とメッセージ性を川柳であることの担保として多岐多
彩に展開されている。読者は句の〈意味〉を受けとって、樋
口の独自な川柳的叙法を信頼する。樋口がどれほど先鋭的な

清水かおり

句を書こうとも、いつでもその句は作者にも読者にも川柳な
前景と背景になる罷の言葉

のである。
「罷」という言葉は当事者にとって特別だ。一個のエネル
烙印をもつ。われわれはまだまだ言葉と人間の関係について

ギーを持つ記号としてありつづけて、ときに、世界に通じる
知るところが浅くて狭い。そして人間は、他者の言葉を自分

「眼のなかの坂かけ下りて」いるときにも引きうけねばなら

前田一石の持ち味が出た佳作である。人間は自分の来歴を

同
清水かおり

身体中包帯して灯をともす

卵生は幸福の記憶だろうか

同

の認識で理解するより無いのだ。
原型は葡萄 知らない重さ
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処置室できれいに過去を取り除く

それぞれに器を持って列につく

目の裏に水ゆらゆらと花まつり

同

同

同

松永千秋

と、サラっと言ってしまうところにあり、「身体中包帯」し

によって違う。前田の洒脱というのは「配り物を済ます」

に」という感覚も個々によって、とりわけ年齢や社会的立場

持ち前の洒脱さを発揮した。「春が来る」感覚も、その「前

う。前田一石は私川柳の延長線上で現在の世界を対象化して

と公言する政治屋のあさましいこころにはわからないだろ

三句の自嘲の重みは、例えば、後期高齢者の一語をぬけぬけ

「眼の中の坂かけ下りて」いるが、「繕う」ことはできる。

ない。過去と未来を見つめて、もう能動的には動けない自覚

ど虚心で、あるいは画家の視線での写生なので、読者に伝わ

筒井は動物と人間を重ねる句を書いたのではない。ほとん

アリクイは托鉢の影引きずって

はればれと小鼓を打つマングース

会心の塔で眠っているキリン

両耳をからげて海へ急ぐ猫

相から句にしたのではないか。

同

同

同

筒井祥文

表現されていることに感心する。松永は自然主義的な心的位

リアリティーを想起させ、とりわけ、それが「花まつり」と

けてある」などの句語が、実はとりかえしのつかない不幸の

「過去を取り除く」「器を持って列につく」「真っ白い布か

し、「ぼんやりとゆっくり近づいてくる出口」「処置室」

リアリズムは読者にすんなりデジャビュと感じさせる。しか

下ろす」ということもこのままでは合点できないが、松永の

器を持って列につく」「自転車から下ろすきのうの川の音」

「水ゆらゆら」に重なってデジャビュとなる。「それぞれの

に立って書いている。「花まつり」という句語は「目の裏」

たがいつも浮かび上がる。松永はいつも精神のリアリティー

言語とするか。これらのことを思うとき、松永千秋の書きか

す句語をどこで作品へ手放すか。どのようなレベルで作品の

シュールなイメージや非現実な像、意識や認識の異化を現

置いたとき、練達の句が書かれたのである。意味性へのこだ

は句会の題詠で成熟した。その上に立って動物を題の位置に

る。文学的な視座を横に置いていえば、川柳の書き方の多く

柳眼が光ったのだ。川柳的写生とでもいうべき書き方であ

原型を思わせるように、動物のあるがままのおもしろさに川

まが漂ってやまない。まるで幼児の姿態が人間の生きる姿の

井が見て描いた写生であることによって人間や世界のありさ

る動物の姿は人間の世界にある意味から抜け出ているが、筒

ながらと、おどけて見せるユーモアにある。

自転車から下ろすきのうの川の音

も、どのような「列」か判らないし、「音」を「自転車から
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わりがないから、読者に動物の姿だけが鮮明に立つ。意味の

者の存在の有無に頓着しないことで渡辺に近いようだが、意

いう〈作者の死〉が貼り付いているのだ。一方、横澤は、作

存在を離れることでより強くなっている。裏にテクスト論で

を自身の手応えを頼りにして書いている。渡辺は、川柳その

表現を保留して川柳という文芸の書き方の質のみを追求した

ものと自負する一句を、横沢は、句語と句語ののっぴきなら

前号や前々号の兵頭全郎・吉澤久良らの試行に、筒井祥文の
渡辺隆夫

ない関係性の一句を、読者に渡そうとしているのだ。例えば

味性を一度横に置く位置で句語と句語の粘りや関係性の創造

死者九人寄り集まって一チーム
同

伝統的な意識が呼応したのかもしれない。

同

愚かさや自嘲を思わせ、「焼け野が原」に次々「入れ替わ

死後も楽しい東京ドーム

る」「分母」の景と数の繋がりには、「焼け野が原」にして

強打者は四番釜に納まって

横澤あや子

やまぬ人間の愚かなこころを思わせる。生え繁った「根曲り

「麦もちの強度をはかる」に特定の意味は求められないが、

死球とは骨を押し出す釜ぢから
同

竹」が「猫の耳」を「連れて」「いる」のイメージには、

近代的価値観、数値を望む「列ばかり」という不特定多数の

麦もちの強度をはかる列ばかり
同

同

ねこの耳連れて根曲り竹でいる

同

死に花も咲かぬ同士のチャンチキ釜 同

跳橋の腰の灯りがしゃがんでいる

ベトナムの夜空で逢えた宗左近

三百万死に額づかぬ国額づく国

同

松本 仁

たたかに生きる「根曲り竹」の心性が感じられる。

「猫の耳」の動物的な鋭い動きと、地が揺れても裂けてもし

入れ替わる焼野が原の分母たち

同人の多くは自分の川柳の書き方を持っている。その更新
に、句から作者の位置を離すことによって自身の書き方を

同

は作者個人の自己革新によってなされる。渡辺隆夫は初期
得、横澤あや子は二年ほど前に言葉への素朴な対峙によって

同

東南アジアを見にゆくと聞いていた。戦禍の国ベトナム

目には目を完全な死を取り戻せ

の、その時代に我々が日本で生きていたという思いを抱いて

彼岸此岸いまどのあたり都鳥

意や野放図な言葉遊びやハードボイルド的非情などの多岐な

大きな変化を得て、現在、新しい書き方による言語空間での

表出に適応している。「死」という言葉を野球に重ねる視線

「炎える母」 宗(左近 に)「逢えた」というのである。「完全

自由を拡張している。渡辺の書き方は、作者の対現実感、悪

には、現代川柳の現代らしさがあり、句の屹立感は、作者の
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にもつくれたはずだとの意識である。他の文芸と違って川柳

な死を取り戻せ」とは、戦争のない時空をベトナムにも日本

ているところからいえば、かつて得た、丸山流の書き方に、

間の相として提出されている。しかし、丸山の句を読み続け

況。落ちつかない現実、浮薄で腑に落ちない現実がいまの世

前田ひろえ

はだれも戦争についての総括をしていない。小田実の言葉だ

同

川柳眼の幅が規制されていないだろうか。書き方に汎用性の

全て揃えてもの足りない家具売場

問題はないのだろうか？

何もないけど満ち足りたスリッパ

ったか、戦争で〔難死〕した人々へ、まず「額づく」ことか
「いまどのあたり」の句語は、いま生きている個々人の生と

ら現実を考えねばならないはずなのだ。この認識からすれば
世界の現実への問いである。だから、「都鳥」の句語は自嘲
丸山 進

れたリアリティーがこのように在ると言いたい。いま、取り

この二句をアピールしたい。地に足のついたところで書か

背後から他人の臓器に手をかける

であれ批判であれ、これで手放しては弱いと思うのだが。

ーのない奇矯の句であるからだ。参加者数を価値の上位に置

合せや、飛躍や、ずり落としが、句会や大会の場でおおいに

く句会や大会で読む能力のない選者が起用されて、ニセモノ

流行っており、そのほとんどが机上で作られた、リアリティ

この数年の丸山の川柳眼は、変化し続けている。現在的な

を今風と勘違いする愚行が横行している。読みの時代はまだ

同

事象を捉えての発想は同じだが、事象と世界の関係性、その

まだ低レベルで、恣意的な淘汰の視線による【選】は望みが

同

質を、明らかにして茶化している。社会情況や風俗性などか

たい状態だ。右の二句のようなリアリティーを軽視したり忘

事務次官という題名のオブジェ

ら離れる焦点の絞り方に接近しているのだろう、それが情況

れたりしているからだ。逆に言えば、作者の精神のリアリテ

うぬぼれが目立ち始めた芋焼酎

や風俗性を読者のなかにひろげる。つまり「他人の臓器に手

前田ひろえ

をかける」「事務次官という題名」や「芋焼酎」の「うぬぼ

身の内のいまだに消えぬ雪崩音

から見れば、言い古された措辞に見えるだろうが、連中は精

「身の内に」「ころの私に」などはハヤリモノを書く連中

同

ィーに立つ作句や選がおろそかになっているのだ。

丸山 進

海だったころの私に逢いにゆく

れ」などの、丸山はゲンジツをキックしたのだ。おもしろい
でしょう、いっしょに笑いましょう、の位相から、こんな性
踝の上で審議は止ってる

状、質が見えますね、というところへ変化したのだ。
えっと思わせる「踝の上」で「審議」が「止ってる」状
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北沢 瞳

う。自己開示の句から、世界 人(間 と)の関り合いへ視線が移

同

神のリアリティーを忘れている。リアルな川柳眼はリアルな

閉まらない口に饅頭入れてやる

同

ってゆく歳月だった。

逢いに行く十二単を着せられて

前田ひろえ

桶の箍まだ許されぬ身であるぞ

心療内科はいつも満員御礼
現実を見つめた佳作だ。ニセモノを書いて入選のみを目指

措辞の斡旋となる。新旧の問題ではない。

す連中には、読者の胸中で現実と渡り合わせる右の句のエネ

同

人間関係でやや受身になる心性が書かれた。関係を壊すこ

喝采の中招かれて軍鶏の村

松原典子

ぞ」など、過不足のない状況設定が見事。北沢の観察眼が冷

間違った答が回る観覧車

ルギー、リアリティーが見えないだろう。

静なのだ。人間どうしの、どうしても融合できないほろ苦さ

ともないが積極的に応じる気にもならぬ状態の「饅頭入れて

世界 人(間 の)間違いの象徴が「観覧車」だと感得させる視
線。川柳という小さなカタチでの表現法において、象徴の抽

北沢 瞳

やる」、「十二単を着せられて」、「まだ許されぬ身である

出は強固なリアリティーによってなる。「見てくれの悪い下

腹這いで待つ千年杉の森

と冷えた孤独感が浮き上がる。

同

界のバス」は「観覧車」と同じ現実世界の象徴だ。松原の現

見てくれの悪い下界のバスを待つ

実批判には、渡辺隆夫の川柳とは逆の、自嘲が底流してい
松原典子

部分を見つめている。心底から世界と一体化できることなど

希望と現実の背裡を書いて北沢瞳は人間の心性の普遍的な

最後の木伐られてずっと話し中

ありえない、心底から宇宙や自然環境や世界を理解すること

る。
同

人間のこころを見る目が、川柳でこのようなレベルに達した

一戸涼子も人間の心性の普遍的な現われ方を書いている。

一戸涼子

いる。松原はその関係性を松原でなければ見えない視線から

干し竿に千年ゆれても乾かない

の有無が静かに問われている。

もありえない認識の「森」と読んだ。存在の根のようなもの

忘恩のここに極まるうちの猫

現実情況への批判の強さは、このように個的な感慨を突き
放して見つめる冷徹さによって句語となる。現代人は自分の

とらえている。この五年間、松原は書き上げた句の手応えと

ことはなかったのではないか。北沢も一戸も、エゴイズムに

こころの内実と外的現実との関係性を抽出する知性をもって

その変化が、句意の深化や変化によるものと感じているだろ
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頼が厚いのだ。

り離して、視界を広げている。川柳のカタチと川柳性への信

発するナルシシズムや個的な訴求性を書く位置から自身を切

り」浮薄な時代を「流れ」れている。

造の「サクラ」、あるいは隠語でいう「サクラ」が「手を握

「痩せた手」は現代人のこころの痩せ。カタカナ表記の人

ガソリンになるかもしれぬ皮下脂肪 同

洞爺湖に集うＣＯ２吐いて

津田 暹

謹んで零す内向性の砂

一戸涼子

コンクリはコンクリらしくくずおれる 同
「謹んで」「コンクリらしく」「呼吸あわす」などの句語

ば、この調子の川柳に軽いとか作者の個性がないとかの避難

と、生動感いっぱいの句。津田暹の長打である。ともすれ

「洞爺湖」の時事ネタは颯爽と屹立した川柳で、活き活き

同

に、作中主体と世界との関わり方、その位置の取り方が表現

が被さるが、非難の出所が現実から遅れに遅れた近代化主義

往復に飽きて脱線する電車

されている。「内向性」は客体化して見れば「砂」であった

の亡骸である。気にせずに声を大にして、軽い川柳大歓迎を

同

という感覚がおもしろい。一戸流の豪放さでいい切ってい

遠景のキリンに呼吸あわすゆめ

る。「ゆめ」の一語は「呼吸あわす」のリアリティーを弛め

言っておきたい。渡辺隆夫が孤軍奮闘して自然主義や近代的

つまらない人笑わせて夜のお茶

進歩主義を踏み下して開いた道だ。大切にしたい。「ガソリ

重森恒雄

ている感あり、いかが？

ン」の句も、高騰する一方の今日、このように異化して笑い

飛ばすところに川柳の存在感があり、主役の「皮下脂肪」は

打ちやすいところへ羽根を返される 同
具体的にツライ状態だ。川柳の伝習的な面白味はまだこの

「ガソリン」騒ぎが終わってもメタボリック何々と言ってい

らの時事ネタと並べて、津田が同じ位相に「往復に飽きて脱

る世間に生き続ける。いま一つ高言しておきたいのは、これ

線する電車」を発表する姿勢である。川柳人津田暹にジメジ

同

「馬を投げ込む」と、豪腕をふるって神話の世界を見せてい

まん中へ馬を投げ込む一球目

ように書き残されている。ツライところが読者には面白い。

る。両者の書き方の違いは作者がこころえており、川柳的書

メもメソメソもしない確たる川柳観が在り、相応する方法論

草地豊子

がしっかり在るのだ。
長袴跨いで地方裁判所

き方のバリエーションの内にあるが、もっと豪放磊落に暴れ
重森恒雄

て欲しいとも思う。
痩せた手を握り流れてゆくサクラ
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葉ざくらになりほっとする唯物論

柴田夕起子

踏ん張りする二人だが・・。

ジが循環。リアルな感官が「明け暮れる」になだれ込む。井

「夏の雲」「象」「介護」と重量感をベースにしてイメー

井上せい子

味〕あるいは面白味の要素と感じられる。だが、二つの句語

上の良き感性が過不足なしに結実した佳作。

夏の雲象の介護に明け暮れる

は読者に刺激をもたらせてこそ面白味となる。ところが刺激

「跨いで」「ほっとする」の句語が読者に預けられた〔意

がない。いわば、一句のなかで〈飛んでいる〉句語であり、

辞に作者と読者の重心の違いが起きるかも。おそらく決定的

「悪口まつり」とつづけて読んだが、「まつり」という措

井上せい子

いて、なによりも〈飛んでいる〉手応えが作者にリアルにな

な反語でも自嘲でもなく、入り混じった思いの表現だろう。

水滴になるまでの悪口まつり

ければならない。それがあって読者を刺激し、問答体の川柳

着地点に「地方裁判所」「「唯物論」がある問答体の句にお

の面白味が成り立つ。草地と柴田の問答体の句はいつも川柳

存在感の大きな物体が喩になっている。大きさを読者に預

井上せい子

むつかしいところだ。

水はここまで横転のトラック

らしさと面白さがあるのだが、今号の各七句は〈飛んでい
る〉部分の刺激がゆるい。岡山の大会を成功に導いてくれた
草地豊子

コンビニへ突っ込む息つぎのクジラ 同

堂々とみんな見せ合う鼻の穴

縁の下の力持ちの二人。疲れが出たか？

で書かれている。そして読者は、飛躍が分散を結び付けると

けているのか、それに至る関係を預けているのか？ほぼ等量

ころに句意を感じる。この意味でやはり「介護」の句が秀で

柴田夕起子

この二句は逆に〈飛んでいる〉感が抑制されているので、

ていると思われる。

親指を吸う気の遠くなる民法

常に忘れている「鼻の穴」を思い出させたり、冗漫とも無駄

草地豊子

広瀬ちえみの川柳の基底にあり、いわばそこでのメッセージ

象化することで特別な感興が湧く。このような位置と視線が

目前の現実と史実を同位置に並べることがある。これを対

ホームラン上がる邪馬台国というところ 広瀬ちえみ

とも感じる「民法」との付き合いをリアルに感じさせる。読
者が納得させられねじふせられる面白味は川柳の伝統的な良

柴田夕起子

き味だ。でも同じ書き方の
首のないお囃がまだ鳴っている

が広瀬の川柳である。広瀬は時空を飛ぶのが上手なのだ。ふ

にわとりの鶏冠が決める楽屋落ち

の句は、読者に預ける性急さが気になる。いつもならもう一
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手応えも身体に広がってこころの深みに溜まってゆく。「凧」

環境や状況を共有するだけでいいのかとの問いにくんじろう

ーん、そんな風に人間はあるのだとの作者の意識が、読者に
広瀬ちえみ

のもつ体感を知る人は多いだろう。そして、そのような心的

舐めたならなんだか苦そうな空

は自身の認識のデジャビュとなって立ち上がる。

は逢着しているはずである。

読者の情に訴えるということで、高橋はくんじろうと同じ

高橋 蘭

同

位相にある。違うのは、高橋の視線が心的環境や状況を吸収

平均寿命までの便座をすげ替える

誰か止めてあげねば夜の噴水
広瀬の川柳の味や情感は一茶の俳句のそれとに似ている。

おらが春はすってんてんになっており 同
視線の先の対象と作者の関係に読者を誘いこむ広瀬の向日的

するしかない個人の日常的感情に当たっていることだ。この

うどん玉五円パンのへた五円

る「平均寿命まで」ということも、「便座のすげ替え」も、

者はリアルな共有感を持つといえる。さまざまな思いに被さ

意味で、くんじろうの川柳に読者は共感し、高橋の川柳に読

くんじろう

な無作為にリアリティーが活きるのだ。

同

アイスクリン二人で五円ずつ舐める 同
情もまた、人間の実相を描くといえばいいか。誌上と句会

古井戸の水面シレーッと口を拭く

同

高橋 蘭

純粋で混ざるもののない孤独の感慨である。

五円玉握って蚊帳の泣き寝入り

でのくんじろうの川柳との付き合いが数年間続いているなか

眞夜中の地底にかえる子守唄

「古井戸」「眞夜中の地底」「狂いだす木木みどり」。い

目を外らす間に狂いだす木木みどり 同

ずれも心的環境や状況と個人の関り合いを対象化してイメー

で、徐々に特徴が見えてきた。どのような位相で句の授受を
く、おもしろくなければゼロという思惑があって、そこで旧

ジ化されている。「みどり」の一語は福島真澄の「幾世もの

するかの目途が一定的に持続して感じられるのだ。おそら
態の人情と情感を現実に向かって提出し続けている。玄人に

かりそめごと花の木はなかげ」「白日の重ね刺されに紙吹雪
いることに感心した。

できたての虹を煎じてのんでいる

白藤 海

花吹雪」を思い出させて、句語がキツイ心的様相を現して

も素人にも存在を示す川柳でありたいのだ。情は、人間の良
くんじろう

き資質を瞬間的に現して、ここちよい酩酊感をつくりだす。
手作りの凧に凧糸の五円

「凧糸」が手にびんびんと響く。生きることの切なさも抒
情にならざる輻輳した情感も「五円」の「凧」と「凧糸」の
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黒革の漢和辞典を晩餐に

同

抱かれるのを拒んで猫のものおもい 田中峰代

白藤は思いを書く川柳からどのように抜け出るかの試行を

在である。

だ。〆切は作者に内在するいま一人の作者を動かす偉大な存

詠の感があるが、多くの川柳人がこの手を使っているよう

の句。日にちの経過を仮構して書き始める方法は、二重の題

続けていたが、この三句は手掛かりを得た感がある。読者に

向こうからねばならないがやって来る 同

は、腑に落ちるとか共感するとか、川柳的な味を感じるとか

だ。この間、身につけた幾つかの試行が「虹を煎じて」「晩

らく、手放そうとしていた自己表出へ、ほんの少し戻ったの

同

浪越靖政

感じる生の孤独、まさに「旅なかば」の感。

の生に関わったか。生きることの疲労を思うときにかならず

感慨があふれ出る。大きなものの小さな部分がどれほど人間

「見失」ったときに、それが「象の尻尾」であったことの

浪越靖政

餐に」「ねばならない」などの表現となって、現実との緩や

しりとりは終わりにしよう昼の月

同

旅なかば象の尻尾を見失う

かな付き合いの書き方に活きることとなったのだろう。試行

発酵を終えたら次ページへどうぞ

がほとんどないのだが、印象に残るなにものかがある。おそ

の裏に貼りついていた自己表出を振り落とそうとする意識

死に場所がみつかるまでの胡蝶蘭

今号の浪越の句には生と年齢への思いがある。生から年齢

田中峰代

を、年齢から生を。この思いを自身から突き離すことで川柳

さんよっか猫のにおいの夫といる

が、ようやく消えかけるところに達したようだ。
田中の川柳でもっともおもしろい句だ。日常性からも自身

月」「どうぞ」などが手繰り寄せられてその感慨が表現化さ

のこころからも離れることなく書きつづけてきたなかで、こ
田中峰代

がなっている。つまり、普遍性の領域で「象の尻尾」「昼の

一枚のハガキを待って雨しごにち

れている。俗っぽい感傷から離れて浪越一流の川柳眼が言葉

のような視線が身に付いたのだ。
同

桃色の安定剤を持っている

ヘビの穴ばかり覗いて退職後

同

金築雨学

の良質の抒情である。

とスパークを起こし、そこに「胡蝶蘭」が見えたのだ。浪越

たまごからめだかにごろくにちの錆

書くべき対象との距離の取り方がようやく定まって来た。
この意味で、田中にとっては「雨しごにち」「錆」の句語
は、いわば等距離に現われている。距離が定まると、対象と
自身とを重ねたり反転したりする視線が生じる。その好例が
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テム」を生きるしかない。「明るい石切場」はかつて小説や

救いもなく、その生は生物の世界の非情に翻弄される「シス

シナリオで流行ったハードボイルドの景。そこが幼虫の唯一

同

日常の心的風景といえばいいか。旧来の川柳に多く書かれ

缶ビール一缶ずつの夫婦かな
た私性ではなく、単純な訴求やナルシシズムなどのエゴから

「擬態する」場なのである。

の混交するカタルシスの一語である。したがって

七句の主題や書き方では「涅槃風」が、いわば非情と救済

シュレッダーをほじくりせせる涅槃風 山田ゆみ葉

離れている。現在の川柳はゆっくりではあるが作品と作者の
関係性を思考する傾向にあって豊かになっている。金築の書
き方など、私性云々から離れれば離れるほどうがちの視線が
活きると感じられ、この三句など川柳独自の伸びやかさがあ
金築雨学

める。

で情が表出されると、七句の核ともいうべき「涅槃風」を弱

兵頭全郎

同

同

風のない夜はサナギになりましょう 山田ゆみ葉

背開きのアジと女が干してある
同

旅立ちは行方不明の兄たちと

女の気象予報士の耳たぶ

る。

ノコの刃を研いで男の日暮れどき

二時五分滝壷を埋める沈黙

「沈黙」という句語が一句全体を独語であると感じさせ

定金冬二の書いた多くの「おんな」の句を思い出すが、冬

と決めさせた。だから句の授受が作者と読者の対話でいいの

二の時代感覚には前近代的で抑圧的な性差の名残がただよっ

であり、のべつ音立てている「滝壷」が「沈黙」する「二時

て、「二時五分」でなければならない独語と読んだ。そして
山田ゆみ葉

作中主体の存在感の薄さが、作者の生の実感が書かれたもの
同

ていた。右の「女」「男」への作者の位置には、少し懐旧の
システムも詰めて卵を産み落とす

五分」だと読んだのである。作者のなんらかの情念が「埋め

感があり、アレレッと思った。
擬態するつもり明るい石切場

同

ようとした句。つとめて、情を後方に置こうとすると、前景

流れからナガレをすくう毎一〇時

四時過ぎの４２・１９５㎞

同

同

兵頭全郎

る」のだ。

見直しの続きカーテンレールのル

の非情は非情のままの写生となり、まさに地に足をつけたリ

二四時発のサカサを乗り過ごす

生の非情を突き放して、裏にギリギリの情を浮き上がらせ

アリズムの川柳となる。「産み落と」された「卵」には何の
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のである。「過ぎ」「過ごす」がいい。

がはじめて対現実、対世界への思い、感傷や抒情を提出した

カサ」を「乗り過ごす」「二四時」である。七句は兵頭全郎

現実。「流れ」ている現実と別の質の「ナガレ」を見、「サ

もうマラソンは果てたが、まだ走り続ける「四時過ぎ」の

片方の肩でアジアを押している

だいたいは東京湾で許される

に、ナマの自身をぶつけることである。

同

同

畑 美樹

見方が生きている。見方とは、作者が対象化した自身の生

が古俣の川柳眼であり、「母も」「安定剤」の視線に冷徹な

相にある。しかし七句全体に兵頭のこれまでの川柳と異質の

以外の感情を書くことが多く、そこに表現行為の場があると

現実は輪郭をもたないという感情がある。畑美樹は喜怒哀楽

「だいたい」の句語が示すように、まず、この世界、この

川の向こうにあさってのあさごはん 同

うっすらとリズムを刻む食器棚

今日もこの時報を置いて今日とする 兵頭全郎

感があり、メッセージ性が殆どないということが兵頭の生の

思わせている。多くの川柳人が、自分の見ている現実や自分

「置いて」は、従来の川柳と同じ言葉の出方であり同じ位

実感なのだ。メッセージ性を捏造しても無為に終るしかない

のこころの現実を書いており、畑もその一人だが、喜怒哀楽

二四時間の日々。

の感情から離れたところの感情は現実の質を容易に抽出、リ

物をふりはらう動物のようなふるまいをしなくても、素の自

古俣麻子

身と外界の関係が言葉になるのだ。石部明は畑と正反対に、

同

日常と、一句の言語空間のあいだ。どのような作者にもそ

付着した世界を切り刻んで言葉で再構成しているが、むろん

肉食す明日は脱皮をする少女

の距離に遠近があり、読者にそれが感じられる。「脱皮」の

この二人の川柳は、世界の質を書いていることで共通してい

賢人も詩人も母も同病棟

句と「同病棟」「安定剤」はその距離の違いがはっきりと見

棚」を手近に実在する何か、ちょっと近代化時代の名残を付

アルな作品とする。この意味で畑の川柳は、身震いして付着

える。いままでは等距離だったが、今号はとうとう、距離感

けた物に替えると石部明の句になる。そして両者が絶対に替

同

の違いを明かにした。世界 人(間 へ)の視線に幅が出て今号に
至ったと思われる。ナルシシズムの淵から世界へ、自身の生

遠い沼しか見ていない安定剤

をぶちかます方向を望みたい。「脱皮」直前の「肉食」に

わらないところに、畑も石部も川柳の根拠を置いているの

る。ちなみに「うっすらとリズムを刻む食器棚」の「食器

は、生きてゆく上で負わねばならぬ皮相な現実がある。これ
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告白の耳からえんどう豆こぼれ
石部 明

畑 美樹

だ。世界 人(間 を)見つめる視線の同質性と違いを並べると、
畑美樹の川柳の質が見える。
脳にある冷たきところ葱そだつ

自転車を狂気のごとく研ぎつづけ

同

石部 明

世界の形象化であり、「捧」も「研ぎつづけ」も読者と通
い合うデジャビュである。

ひまわりの束を担いでゆく彼岸

あり、無機的に「ドアが開」く紙一枚向こうの「死」。いつ

「ひまわりの束」を象徴とする向日的な生き方が不可能で

死ぬときはこちらのドアが開きます 同

を内在化させるところから感覚が動き出す。つまり石部はポ

畑が現実のみを感覚で捉え、石部は現実にからむもろもろ
ストモダンを踏み越えねばならないが、畑は目前の景だけで

もの石部の川柳に書かれる血や死や殺しは現実の世界の裏返

る。初期に「川柳に大嘘を書いてやる」と放言したとき、目

せたのが、右の二句だろう。実際、石部明はリアリストであ

しだが、「こちらのドア」が開く「死」は、現実世界から消

石部流の世界が短い空間に立っている。「水滴」は無意識

前の川柳界とその川柳を見切る鋭利な現実観があった。その

石部 明

の領域ほどではない識域にある不安を引き上げたと感じられ

虚構はリアリティーで成っている。作家論的視線になるが、

存在しないものの水滴

充分に畑の川柳なのだ。その景が「だいたい」なのである。

る。おなじように、「いにしえ」に在るなにものかを照らし

石部明のリアリズムが行くところにまで行ってしまったの

失する、無でしかない「死」である。これをはじめて感じさ

出す感の「蛇か鏡か」であり、いまに繋がるなにものかに言

同

葉をあたえようとしたのだ。現実に伝わるメッセージ性を一

だ。

いにしえは蛇か鏡か

度拒む位置から、メッセージが独自に仮構される書き方は変
わらないが、静かになった感がある。一句を書こうとすると
きに、省く対象が多くなったのか、自身を透過して世界の秘
密を引き上げようとしているのかは不明ながら、短さが、五

石部 明

七五の拾わなかったものを掬うことに作者の興趣が寄せられ
ていることは確かだ。
歯茎など見せて四、五本捧が飛ぶ
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石部明選

聖者でもないのに鳥の声を聴く
二切れのレモンと逃げる男たち
壁にとまった兄さんをおびき出す
緑色の部屋に振り子の収集家
雨あがり綺語をむしった手の匂い
激流を牛蒡チップス泳ぎきる

小池正博

川西

大阪

茨木

榊陽子

き ゅう いち

「君たち」をきれいに洗ってから捨てる
ねじ穴はねじが好きではありません
この次はうしろを触らせてあげる
呼び鈴がなくて脱臼する時間
ポイントを貯めて鈍器と交換する
あざらしに「くすり」と書いて立てかける

火事ですねでは朗読を続けます
陽光に揺れるティッシュは元男
便宜上排水口に下半身
靴下という名で並ぶはめになる
目に青葉死神班の棒グラフ
降りてきてやおら婆さん振りかぶる
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階段を綺麗に舌が伸びてくる
豆球のひとつを吊るし厠へと
おおよその力量桶に水を張る
水族館に唇の忘れ物
石段を緩めてしまう黒揚羽
生れ年そこはかなりの水が要る

平賀胤壽

山 田 ゆみ葉

江 口 ち かる
ベランダにひしめいている平家蟹
ぼろぼろの馬が消えゆく波状紋
耳のうらを流れる銀河 誰も知らない
水源が床屋の鏡だったとは
馬魚をぶらさげている腋の下
われさきとキリンの髭にぶらさがる

水底のあかりゆらめくリネン室
あめいろの廊下オルフェウスは叫ぶ
両脇を締めて悪夢をやりすごす
雨乞いの同心円が増えてきた
ようやくに切り取り線が一致する
色褪せた郵便受けの天使かな

湖南

岡山

京都

極まれに指紋の消える副作用
度を越さぬように夕焼け保存会
案の定くじら会議は雨天順延
横路さんの卵でたまごかけごはん
薔薇の芽の基礎体温を計る時間よ
レプリカを夜も寝ないで準備中

相談事は蒸しパンの干葡萄から
仏壇を斜めにすると減る真水
義母が切る練羊羹の黒光り
暗がりに転がりやすい毬である
誕生日今年もそっと逆上り

背景に割り込んでくる銀食器
むず痒い時に風船ふくらます
曖昧な肩幅とうふ落っことす
八咫烏の羽音を探る紙の家
矢印は短めにしてアシックス

井 上 しのぶ

いわ さ き 楊 子

吉松澄子

大阪

熊本

松山
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兵隊にされて肛門ラッパなり
原色の蜘蛛にもなれず硝子工
汗臭い男だ蝿取り紙だろう
両腕のないあかがねを量り売り
秒針は一回りして立ち直る
慰安婦の話の続きまたしよう
刃を当てて呼吸を一つ整える
常夜灯誰も探しに来てくれぬ
気休めに記念切手を一セット
浅瀬より蟹現われて身を穿る
粒状の姉を泣かせてしまうなり
さくら貝砕けて真夜の道標
補注網ばかりが並ぶ歯科医裏
梔子に叱られている指づかい
しっかりと甘酢に漬けておく踵
ハンバーガーの媚を重ねてゆく白昼
前頭葉のどこもかしこも祝祭日
液状化三重丸を貰いけり
家系図のバンドエイドを剥がさずに
お遍路のときどき験す横っ飛び

く んじろう

金築雨学

小沢史

進藤一車

大阪

島根

東京

札幌

都合よくバンジージャンプ繰り返す
みかん剥くたびのソーラン禁止令
八分二分かわすシリコンバレー余話
箱詰めの月 月詰めのハツカネズミ
神群にモウイイカイが灯らない

白昼を濃縮にする腹話術
たたむのは垂れる夜かと箸が言う
水無月の定型ならば放し飼い
あさっての舟底に貼る漫画シール
頬骨の高さチベットは横臥する

意のままに鳥の高さを飛ぶ鴎
打楽器の行きつ戻りつ地平線
了解は手元に空はたすき掛け
浮き袋さげて画面を通過中
素通りの所々に天花粉

切口のバナナ一房醗酵す
見向きもされない下駄が浮いている
ひとの名が思い出せない誰のはは
正面のうしろはみんな寝ぐせ髪
済ませたらお花見枝にかけておく

松原典子

富 山 や よい

横 澤 あや 子

兵頭全郎

岡山

京都

八戸

高槻
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薄切りのハムめらめらと木の校舎
約束しない宵の鏡のさくらとは
納経はレプリカ 足の音消して
コップ半分沈ませておくさざれ石
比丘尼比丘尼と熊野の闇へ抜ける道
火曜日のうそむらさきはピタゴラス
豆腐屋のふりむきざまにぽんと町
焦げ臭い霧が半熟ひねり出す
縄のように眠い林のように柔らかい

横浜に焼印こころあたりなし
公園の指をくわえている家族
ひっぱってはなすともとにもどります
穴のある方に私を置いてみる
背中だけ見せて月夜が通りすぎ
落ちようと思う天井には私
中国へ肩胛骨を差し出せり
目の奥に居座ったまま鯨肉
階段を丸めて帰る副議長
くちなわの先をしばらく見届ける
踏み砕く空蝉ホテルハリウッド

中川一

ら んる

徳永政二

草地豊子

箕面

京都

滋賀

津山

困っているつつじの蜜を吸いながら
バラの名になってぐったりする王女
蓋だったことを忘れて駆けてゆく
ルビふってもらってからはよく眠る
極楽の池だと思い込む盥

恐竜の卵を撫でて終る夜
お年寄りを粗末にしません再生紙
満月を揺すってうさぎの糞落とす
先端が酔いつぶれてる御神体
今晩をわさび醤油に閉じ込める

疑問文覚え発情するオウム
目立たない所に仕舞う銅メダル
さっきまで泣いてたような占い師
濁音の呪文で曇る窓ガラス
踊り場に溜まる綿ぼこりと野望

その歌をうたわず春の式次第
ブロッコリー固ゆでにする自給率
二番目に刻むとネギくさい祖国
車庫行きに詰め込む後期高齢者
脱藩の背中を犬が従いてくる

滋野さち

泉紅実

丸山進

峯裕見子

青森

京都

瀬戸

大津
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松山

姫路

岡山

北海道

前田芙巳代

柴田夕起子

櫟田礼文

井 上 せい子
背中にはなんじゃもんじゃが咲いている
じゅげむじゅげむ有罪のカメレオン
非売品おもしろすぎる姫だるま
ミニチュアの昭和に開く立葵
くすくすとビーズを通す霧の森
揺すったり押したり水の通り路
凹凸のだれにもみられないところ
汚水泥水が詰まっているポスト
日溜りにおく饒舌なダンボール
窓枠をはみ出る無防備な歩調
三日月になった男を連れている
前足で隠してしまう大ひまわり
花筒の水が澱んでゆく闇夜
親子確認不存在 犬の糞
ひとすじの光うっかり手を伸ばす
目薬をさして備品のような哀しみ
母の日の母をことさら重くする
企みがそろそろ育つ夏みかん
しばらくは鍋をみがかず眼科日和
人形の傷みがわかるとき沈む

皇居の濠にやがて来る核母艦
一本の葦が右傾化には揺れぬ
権力に売り飛ばされるパンダの目
糊代が乾いて湖へ流れ出す
対岸に渡れば無縁共犯者

古希過ぎの夢は枯野を遠ざける
洗濯の度に縮んでいく思想
水田かお花畑か分からない
キスをしましょう嘴を交差させ
陽炎の匂う辺りで目を覚ます

右晴れて左曇天一輪車
大津京の噂を展らくマイケルジャクソン
栗原小巻 八百比丘尼 魚屋街
旅半ばラーメン鉢に毒突いて
湖西線ペースメーカー赤い月

文脈を探りつづけている卵
キューピーの臍をながめている無聊
カレンダー行きつくまでの目いっぱい
瘡蓋が張るまで石に齧りつく
両手足 草の庵の主となる

相模原

市原

瀧正治

津田暹

京都

北海道

岩根彰子

高橋蘭
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大きな月が出た誰か喋って
明るく育つビブラートの尻尾
塩辛い雨を降らしている天使
分身に見つからぬよう花サラダ
胸の獣と春咲き球根掘り上げる
解けそうな紐の流れてゆく鏡
そうめんを啜りはじめる続柄
逆流の河を覗いてしまう管
今飲んだ薬の効いている良夜
終に来る正式名を引っ提げて
サンダルを履いてる犬を尾行する
へこんでる所へ建てる猫の家
末っ子の梅干出発拒否をする
今月今夜太平洋に第一子
未来から来たのに笑われるメロン
風が強くてポストの色が定まらぬ
ふところに風を集めて落される
昨日の風景画で鎮痛剤を買う
半分開いた傘に誘い込まれる
てのひらにむかしを転がして遊ぶ

田中節子

重森恒雄

森茂俊

前田一石

神戸

彦根

茨木

玉野

輪郭をかいたところで飽きてくる
うっすらとひらく三面鏡の夜
初夏の半歩踏み出すビルディング
掌のＰ波の届く明けの月
茫洋と沼の出口に茹卵

海の幸提げ天秤座は四時に発ち
筆頭株主にお天道様がいて果報
塁上に可惜残して見る夕陽
Ｑさまのお告げそっくり腑に落す
申しひらきに悩む女神の示す偏

クシャミひとつでカード裏返えす
砂漠化が加速している父の背な
時間はないがゼッタイ走らない
六月の角を曲って来た風だ
イロハのイだけが先き走りする

男でも女でもなく半端な手
王道はこのへん一寸舐めてみる
時々は大きな声を出す鏡
水のごと別れて缶けりが続く

西 村 みなみ

前 田 ひろえ

澤田勝冬

蟹口和枝

倉敷

玉野

千葉

京都
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ぼくの掌の生命線もロスタイム
青錆はあなたが舌で突いた痕
金魚の死あれから三年忌中札
消ゴムのくずに埋れてゆく月日
音のない音楽祭に喪服着て
足音が揃い怒涛がおしよせる
百段を上りきっても水浸し
白昼の蔵にぞろぞろついて入る
芝桜いちめん 縅口令をしく
曲り角からはおよその昼さがり
正座しか出来ぬ姉にも非常口
地球儀の天辺あたり胡坐かく
ぶつぶつとＶネックから顔が出る
薄荷飴時々なめて漂白す
たっぷりと余白折り返しを迷う
棒状に寄りかからぬと眠れない
舌を噛む只今神経修理中
深海の森もイベリコ豚も旨い
ライバルを埋めて円熟したさくら
六月の風が読めない椅子の足

東 おさ む
岡山

産むまでの荷造り解体くり返す
吊りかごの境界線を外に置く
ライトアップのイルカの群は傷だらけ
カナリヤが啼けなくなった腰痛む
天井裏騒がしいから飯にする

堤文月

畑佳余子

青森

津山

岡山

岡山

山口流木
レントゲン技師はビフテキ裏返す
流されるのが好き雲になろうか川になろうか
煮詰めたら素直苺のジャムになる
ネクタイを替える東京言葉にする
七彩の虹が戦をして困る

吹田

摘み取った悪かも知れぬ万華鏡
遠くから白塗りの象近づきぬ
小吉はライスカレーの匂いして
おみくじを信じて暮らす二千円札
息継ぎの顔がとぼけた亀である
加古郡

壷内半酔

江尻容子

植田眞佐美

岡山

山本美枝

満月よ河童の椅子は水浸し
赤門青門容赦ない乳母車
毬蹴りに遊ばれたって硬球よ
俎板にちょっかいを出す下級武士
遠めがねと水鉄砲をとり出した
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うつむいて開ければ尖る西の窓
約束の紐を巻きつけ立葵
読み耽る指の先から陽が昇る
すり傷の範囲で水を飲んでいる
整えて無言で渡す米の粒
耳たぶの硬さが丁度いいのです
花を摘む闇夜に腕を突っ込んで
五線譜にずらりと並ぶおばあさま
九回の裏のスペシャルハンバーグ
とりあえず土に還してやる両手
地を這って午後の擬態の腰あたり
灯籠はくるくる変わる逃げ上手
尾を引いた奇声夕日に溶けていく
思いっきり叩いて埃飛ばそうか
聞くまでもない辣韮の素性など
蛇に好かれるどうってこともない男
月光がこちらを向けと背を刺す
ぎこちないピエロを慰さめるピエロ
天守閣の非常口には縄ロープ
骨灰は花咲爺にマカセマス

藤成操江

柴田美都

岡山

福岡

堺

加古川

瀬川瑞紀

斉藤幸男

馬 場 ゆう こ
フライパンで焦がす昨日の失言を
さらさらと月日わたしは木偶になる
納得へ時間稼ぎの背越皿
いっぱいになるまで蓋は待たされる
ごめんなさいアクセサリーになりました

久留米

加古川

東京

北海道

関本久子

竹 内 ヤス子

宗村政己

快感の余波に壊れた顔直す
手頃な首吊る木を探し疲れきる
やわらかき指十分に虜だ
上手に責める舌溶け出す わたし
折りたたむ襞に体温吸い取られ

拘置所のオオシマザクラ散る頃に
政治家と幼児が歌うニャニャフニャラ
五月晴飛んでいるのは象の腹
舞いもどる翼を姉に毟られて
どんよりと鏡にわたしらしきもの

レスキューの技光りつつ擦れ違う
薄目あけ違う世間も見てみたい
寝押しして折目を付けた逃亡者
騙し舟うまく折れぬと男拗ね
片肌を脱いで世界を洗いたい
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わたくしを嘲笑う鏡が鏡屋に
モディリアニ モデルはいつも長く待つ
欲しいって言うな鴉がまねをする
ジャズピアノ今夜は薔薇を狙ってる
人間に戻りたい日の烏の顔
点検済の風景あとへ送る
無味な気泡が天井で広がる
正体不明の雲詰めこんでいる
一言一言が悲しい雨の色
ちぎれ雲の伝言ひとり旅に出る
あれやこれ齧った末のチンドンヤ
黙々と雲の型に放屁する
干からびたふぐりは月へ捨てました
吹き溜まる枯葉合唱団となる
うす明かり襖に残る父の骨
手にのせて女の毒を茹でこぼす
きのうの事許してくれぬ目玉焼
夜のしじま身づくろいする屋根瓦
水平線を追う水平線が逃げる
恥ずかしいだろな卵生んでいる

小野善江

矢吹雅男

川路泰山

牧田浩子

兵庫

岡山

島田

岡山

男去る箱には海の音ばかり
味噌汁が濃いの薄いの朝の湖
遅咲きのつつじ納豆混ぜている
のり巻きをつまむ間の出来心
まち針の役で白髪が増えてゆく

親の歳越えて小雨が降り止まず
水脈を辿れば軋む現在地
溺愛の包み切れない後遺症
草笛を鳴らす指から湧くいのち
安らかな寝息はパントマイムかも

雨の日は光を脱いで内緒めく
せせらぎを抱えて眠る真っ昼間
あのねから宙返りへの虚数の日
鏡割れ ただ立ち尽くす劇中劇
続きあり プラットホームで傘畳む

一抜けた笑顔を照らす白い月
辻褄を合わせてかぶる白いシャツ
罪いくつ重ねて落ちる白い花
にくしんが帰って時間光り出す
こじ開けた扉の向う春の椅子

竹本妙子

井上早苗

大府

倉敷

岡山

加古川

桜里刀子

目野昭子
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爪の飛ぶ音がしているむこうから
ひとつずつ呪文が溶けていく感じ
月下美人の横には並びませんわよ
ウィンカーが壊れたままでどこ行くの

安藤映
愛知

相生

たつの

高砂

頃安邦雄

枚方

北 詰 と し子

島津美智子
風呂敷に丸く包んで置き土産
春かすみ対岸の舟淀んでる
すくい取りゆっくりすぎて逃げちゃった
必要と捨てずに置いたあの端切れ
定位置に人形の如く座る猫
それとなく見ている友の靴の紐
光る星私の彼は踊らない
神妙に座ると反抗する頭

北沢瞳

曇天やメデューサの首なお眠る
夢の浮橋双子は地軸にゆきつけず
廃嫡の七色臓器自転する
失楽園から無数のイヤフォン
織姫がるつぼで煮詰める在不在
空は欠け次郎に残る彫刻刀

置き去りの帽子と笑う贋の夏
海の日にこじ開けられる管楽器
小咄に砂漠は眠りに就かんとす
蝉鳴くや汽車は神社に祀られて
蝉落ちて沼の奇形を了解す
洟ばかりかんでいる胴長の夏だ

花冷えのオネエ専用仮設トイレ
かゝさまの湯文字緋文字曼珠沙華
ヒラリーの電話を抱いてやることも
老いらくの鯉の脂肪が センチ
湯あがりのズンドウ鯨 センチ
チューリップに狙われている亀の首

吉澤久良

京都

京都

神奈川

筒井祥文

渡辺隆夫
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点一つ枝葉を付けて煙立つ
春雷か胸にやさしい風の声
世の中へ斜に生きる本を読み
怪気炎吐いて蜥蜴の尻尾切り
嘴のない鳥育つ口の中
夜会服出口を確かめるために
沈丁花白に紛れて白を脱ぐ
肉体を包んだ風呂敷が重い
どこからが死だろう更衣室続く

90 85

ウィンド︲ノーツを読む

明

榊陽子

石部

この次はうしろを触らせてあげる
同

練羊羹の黒光り

ポイントを溜めて鈍器と交換する

れない日常の怖さを暗示している。善良な隣人がある日突

然・・ということも含めて、私たちはその怖さを現実のもの

として、あまりにも多く目にする時代になってしまった。三

句目は、新聞広告に「くすり」とあざとく宣伝される、「あ

火事ですねでは朗読をつづけます

きゅういち

きゅういち

ざらし」には迷惑な人間のエゴをさりげなく告発する。

靴下という名で並ぶはめになる

しっかりと生活の場に足をかけて、そこに張り巡らすアン

性を得たように立ち上がってくる。汗臭い靴下と比喩する生

世界として、「火事ですね」・・「では」と、なにやら正当

ない言葉が、常識をばらばらに解体した後に組み立てられた

「火事ですね」「朗読を・・」と、なんの因果関係も持た

テナにかかった事象を、自らの内面と突きあわせてどう言葉

活者の自負の、「靴下という名・・」もふくめて、生活者と

あざらしに「くすり」と書いて立てかける 同

に置き換えるか、どう川柳にするかという手続きを経て、作

人間性というか、現代という時代を冷静に読み取る主体の深

者独自の視点を持つ作品が出来上がる。生活、つまりは日常

さがさりげなく表出されている。これらの句を読んで、川柳

しての意識を、日常から切り離して言葉の世界のものにす

「この次は」と間を持たせて「うしろを触らせてあげる」

もようやく動き始めたという実感を持った。きゅういちなど

る。一見ナンセンスに読まれてしまう危なさの奥に、寡黙な

と屈託のないエロスで信頼を寄せる意志を、からりと乾いた

意欲的な若手の時代は必ずくる。

があってこそ私たちの生はある、という前提があって陽子作

風が動いているような一句に仕立て上げている。「鈍器」と

品はいきいきと弾んでくる。

は刃のない凶器。一つの結果によって花瓶や灰皿も鈍器とい

馬魚をぶらさげている腋の下

ない。そのズレはユーモラスだが、実はポイントカードで交

ントカードで交換する鍋やケトルと同等のものとしかみてい

と鮒に似た形だが、魚屋で売っている類のものではないらし

ョ・ワタカ」と読み、草食の魚、とある。淡水魚図鑑による

「馬魚」がわからなくて難儀をしたが、「ウマウオ・バギ

江口ちかる

われることになる。しかし作者は、商店街かスーパーのポイ

換できる程度の日用品ですら、いつ鈍器にすりかわるかも知
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れると、言葉の魔力のように、「ぶらさげている腋の下」に

かれば何の変哲もない魚のようだが、漢字で「馬魚」と示さ

は「タツノオトシゴ」の別名とも伝えられている。正体がわ

ち、「馬魚」になった、という伝説も残されている。一説に

く、馬の首を切り落としたら、その首が転がって本堂池に落

深い諦観、あるいは虚脱感の底から発した叫びとして、自身

しまったが、何度か読み返しているうちに、何かを断念した

キレのない句が、どさっと投げ出されたような印象を持って

てもいいのかも知れない。だがこの句は、屈折点、あるいは

しない。ここにも書かれているように、ガードが固いといっ

吉松澄子

の内部に向って撃つ一句と読んだ。

横路さんちの卵でたまごかけごはん

官能的で異様な景が現れる。このような現象があるはずもな
いが、精神の喩としての展開に、読者のさまざまな想像を呼

マイッタなあ、「横路さんち」と言われても、近所にも知

とか。男に捨てられた妹を連れて帰る夕暮れとか。そして大

一枚の飲んだくれの親父とか、いつも俯いてばかりのおかん

「床屋の鏡」にはさまざまなものが映しだされる。シャツ

保存会」など、こんな世界が描けるという驚きが、しあわせ

「極まれに指紋の消える副作用」「度を越さぬように夕焼け

そ、効果的に寓意を醸し出していることがわかった。他にも

り「横路さん」という、ありそうでなさそうな名前だからこ

と置き換えてみたが、どうもしっくりこない。ここはやっぱ

りあいにも「横路さん」はいないし、鈴木さんとか小林さん

鏡にさざ波がたち池か沼かが現れると、すべてはうたた寝の

感として私の中に広がっている。

江口ちかる

眠りの中に消されてしまう、とこれは私にだけ映しだされた

水源が床屋の鏡だったとは

びかける力はある。

景色であって、作者にはもっと別の静謐な、しかし激しさを

義母が切る練羊羹の黒光り

屋の鏡」を自分の中にしっかりと抱きしめる。「床屋」とい

あ、これが水源だったのかと、自らが映しだされている「床

切るのでさえ、毅然とした佇まいを崩さない義母と、その手

的な存在感が際立つ「練羊羹の黒光り」に瞠目した。羊羹を

言葉に無駄がない。「義母」の、後ずさりするほどの圧倒

いわさき楊子

内に秘めた水の世界が映しだされるのだろう。そして、あ

う死語になりつつある言葉で句が生きた。

元を見つめる嫁の声にならない感情の起伏を「黒光り」に象

徴し、日本の家族制度のある一面を浮き彫りにする。「義

山田ゆみ葉

洗練されていない不器用さが、骨太の作品となって読者に

母」は「ハハ」とごまかさないで、まつとうに「ギボ」と読

両脇を締めて悪夢をやりすごす

反映されるゆみ葉作品は、内面をそうやすやすと見せようと
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とする。あなたは「誰のはは」なのか。そして私は「誰のは
捉える。

みたい。そうでなければ句が意味を失う。「誕生日今年もそ
井上しのぶ

は」なのか。「うしろはみんな寝ぐせ髪」も象徴的に人生を

曖昧な肩幅とうふ落っことす

っと逆上がり」も多くの読者の共感を得るはず。

そこに作者の立つ位置がある。しかも「とうふ落っことす」

すれば「曖昧な肩幅」という存在否定の表情もあるわけで、

は、強い存在証明のような表情を持っているものらしい、と

「精神的な突起物」、あるいは「異物」と想像できなくはな

を推察すれば、作者の精神内部ではすでにケリのついている

ではない。ただ「こころあたりなし」と言下に否定する根拠

を、どう読み解いてゆくか、という作業はこの際あまり必要

「横浜の」ではなく、「横浜に焼印」があるという設定

らんる

のだから、まるで私はダメ人間よと宣告しているようなもの

い。「横浜に焼印」が作者にとっては書かざるを得ない意味

横浜に焼印こころあたりなし

である。自らの本当の姿を見届けねばならぬという意志を、

なのだが、伝達するための論理性はない。ここに作者の作品

「肩を怒らせる」あるいは「肩を揺する」など、どうも肩

曖昧におどけて書かざるを得ない含羞であろうが、落せばす

ではない。「豆腐屋のふりむきざまにぽんと町」「縄のよう

ぐに跡形もなく崩れてしまう「とうふ落っことす」に、おか

に眠い林のように柔らかい」などの柔軟性にも注目したい。

に対する自負があると思ってもいいのではないか。鉄を火で
松原典子

焼き、その熱を利用して刻印する「焼印」はおだやかな言葉
同

しくて切ない自画像が浮かんでくる。そこにこの句の共感の
ひとの名が思い出せない誰のはは

深さがある。
正面のうしろはみんな寝ぐせ髪

る。人生の一つの仕事をやり終えた虚脱感の中で、思い出や

上において厚い壁に行く手を遮られる年代というものがあ

ばならぬと、よりポジティブにあろうとする。だが人生の途

ように一句に収まっている。作者の写生の徹底ぶりは何度か

中だけ見せて」「通りすぎ」るという不条理が、ごく当然の

く。書割の舞台装置のように「月夜」があって、しかも「背

れた孤立感を抱えて、肩をすぼめた長身の影が横切ってゆ

まるで月夜にも見放されたように、暗澹と、日常からこぼ

徳永政二

記憶が跡形もなく消え失せて、生きるということの意味さえ

背中だけ見せて月夜が通り過ぎ

陽炎のように揺らぐときがある。自分自身を見失いそうにな

目にしているが、それは対象を正確に捉えるという域を超え

生きていくということは、とにもかくにも向日的であらね

る。その茫然自失の中で記憶をたどり、人の名を思い出そう
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て、この句のように、自由な想像力を手にいれるための写生

時実新子は「滔滔と母は流れる吉井川」と、川と対峙するこ

まに流されることを好むおおらかさが、作品に反映される。

自らの身体性として逆らわず、いっそ「川になろうか」と自

とによって作品世界を創りあげたが、作者はおなじ吉井川を

問する。私から見れば作者の半身はすでに川だと思っている

滋野さち

この制度に反対するための猛勉強を強いられた私は、後期

車庫行きに詰め込む後期高齢者

であることは既に証明済みである。

高齢者医療制度の欠陥を指摘することが出来る。だがメディ

江尻容子

が、川を書き続けることが終生の命題なのかも知れない。

壷内半酔

皇居の濠にやがてくる核母艦

澤田勝冬

瀧正治

さくら貝砕けて真夜の道標

小沢史

小沢史

延着の作品で多くは書けないが、ユニークな視点がある。

しっかりと甘酢に漬けておく踵

がアンニュイな雰囲気がよく出ている。

細長い首の単純化した絵からの、イメージの転換だと思う

モディリアニ モデルはいつも長く待つ 小野善江

時事川柳を超えた社会批評の独自な視点。

筆頭株主にお天道様がいて果報

「満月と河童」の常套をかわした「椅子は水浸し」。

満月よ河童の椅子は水浸し

勢いが作品の臨場感となり作者の位置が際立つ。

足音が揃い怒涛が押し寄せる

アは感情的に批判を煽り、当事者たる高齢者たちは、心情的
にこの制度を拒否する声を高めている。それを背景にしたこ
の句、かつて話題になった「老人は死んでください国のた

櫟田礼文

め」ほどのインパクトはないが、確かに「車庫行きに詰め込
揺すったり押したり水の通り路

む」はこの制度の非情な核心を突いている。
川には浅瀬があり、急流があり、堰があり、水の流れを自
由にしない工夫が随所に施されている。あるいはそれを人生
に喩える詩歌も多く残されている。しかし、この句の「水の
通り路」は視覚による描写ではなく、身体感覚としてあるの
ではないか。「揺すったり押したり」と、水の感触を精神の
内で確かめながら、生きてゆく手立てを感覚で捉える生のあ
り方、あるいはもっと進んで生死の往還する「水の通り路」
と捉えてもいい。
流されるのが好き雲になろうか川になろうか 山口流木
作者は地方在住の、というよりも田舎もんの矜持をもった
詩人である。野を愛し、川を創作のモチーフとし、自然のま
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難民キャンプで蛍になるキャベツ

丸まってちんたら嫁にゆくキャベツ

亡母さんとキャベツ畑で待ち合せ

鬼伝説キャベツ一枚ずつ剥がす

春キャベツついスキップをしてしまう

キャベツの花五月の足を攫われる

偽装など嗤い蹴飛ばしキャベツ巻く

核心に触れるとキャベツ大笑い

挫折感キャベツの芯も捨て難く

春キャベツその好い加減さに鉤括弧

キャベツ畠をＢ―２９に襲われる

定型を強いられ爆ぜる春キャベツ

冗談を真面目に刻む春キャベツ

花キャベツ主役をゆずる気などない

権兵衛はキャベツの悩み聞いてやる

身を呈し蝶に成る日を待つキャベツ

キャベツ畑から展がる海はうたた寝

蟹口和枝

川路泰山

澤田勝冬

関本久子

川路泰山

井上早苗

畑佳余子

光岡早苗

馬場ゆうこ

小野田仲江

岩根彰子

斉藤幸男

植田眞佐美

目野昭子

瀬川瑞紀

山口流木

頃安邦雄

山本美枝

キャベツに躓く沿岸警備隊

キャベツの顔キャベツに見られないように

赤キャベツ芽キャベツたちとカウンセラー

図書館のキャベツ畑の午後である

甘藍の胃に心地よき初ヒット

キャベツバリバリ違憲か合憲か

キャベツは平気老婆がくしゃみしていても

キャベツとは第七版の広辞苑

キャベツ裂く単純迷路に若い僕

真っ二つキャベツの中の預金高

戸籍簿をキャベツ畑へ取りに行く

傷口を並べうっとりするキャベツ

神の住むキャベツの芯が捨てられる

独りです風呂に浮かせているキャベツ

キャベツ半分楊貴妃のお好きなように

キャベツから将軍様の落とし胤

キャベツ切る人を斬る音雨の音

大玉のキャベツを君に渡される

玉菜からチャイナタウンの灯が見える

榊陽子

兵頭全郎

島津美智子

草地豊子

重森恒雄

前田芙巳代

安藤映

原田否可立

瀧正治

柴田夕起子

酒井麗水

榊陽子

津田暹

平賀胤壽

壺内半酔

丸山進

草地豊子

平賀胤壽

澤田勝冬

井上せい子

昨日の事はロールキャベツにしてあげる

滋野さち

選と評

示談より先にキャベツが降りちゃった

吉松澄子

さら

夕暮れのキャベツ畑に腰かける

課題吟「キャベツ」
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は誰も守らず、盛り上がったらしい。

に関わる人々が集まった。一人五分以内というルール
柴田夕起子

特選
甘藍の茎から葉まで毛沢東

柴田夕起子

金築雨学

言語を持ちやがて偉大な指導者になるかもしれない。

似ている。強い意志を持つキャベツは茎を伸ばし、

毛沢東の大きな顔、そう言えばキャベツに似ている

○甘藍の茎から葉まで毛沢東

進藤一車

金築雨学

虫食いキャベツです

キャベツ畑のお月様お姉様
ゴッホの耳ですか

「キャベツ」にたくさんのご投句ありがとうございま

○キャベツ畑のお月様お姉様

キャベツキャベツキャベツ・・どこまでもキャベツ。

した。野菜の中でもキャベツは「いつもその辺でごろご
している家族」みたいな、空気に近い存在だったのです

夢か妄想か、産卵を終えたキャベツはうなだれた姉様

産み始めた。珊瑚の産卵のようにきれい。

月光を浴びて・・半透明の月に似たものをいっせいに

もういつ生まれてもいい大きさで並んでいる。

平賀胤壽

が・・。「キャベツってすごい」のですね。

大玉のキャベツを君に渡される

川路泰山

に見えた。

難民キャンプで蛍になるキャベツ

大玉のキャベツの重さを実感するのはずっと後。

禅問答のような、夫婦の会話のような、国会でのやり

進藤一車

ている人々の周りで無数の蛍となり人々を慰める。

とりのような。訳の分からないもの（句）に対しての

虫食いキャベツです

蟹口和枝

「ゴッホの耳ですか」にきっぱりと「虫食いキャベツ

○ゴッホの耳ですか

昨日の事はロールキャベツにしてあげる

榊陽子

電話するだけで百円の寄付が出来る。その百円は困っ

傷口を並べうっとりするキャベツ

肩胛骨キャベツに何を言われても

です」と言い切るところが気持ちいい。
軸

小さな事は気にしない、とロールキャベツは笑う。
貧乏自慢の出来る人集まれという会があり、物作り

次号課題は「川」畑美樹選です。
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言葉の波間

今では少し言い過ぎかも知れないが、米は厄介もの扱いで
ある。
六月も半ばを過ぎると、田んぼに水が張られる。水を湛え
米余り、という考えられないような現象が起きて、もう何
た田んぼは、木々や辺りの景色、そして天上の雲を映して、
年になるのだろう。減反政策が進められて、今では荒地と化
さながら地上に空が下りてきたようである。
した休耕田が目立っている。消費量は年々減りつづけている
間もなく田植えが始まるのだが、万端の準備が整えられて
という。それでも米は輸入され、食べ残しや期限切れの食品
田を植えるまでの、この束の間の輝くような風景が好きであ
は多量に廃棄されている。
る。
しかし地球規模でいえば、慢性的な食糧不足
〝たから 〟とは、 〝田力 〟の略で、米は田ん
の上に、政情不安や原油不足により、トウモロ
ぼにおいて人が力をこめて作るもの、すなわ
コシや大豆が多量に代替エネルギーとして消費
ちたからである。然れば米は宝の最上にて、
米
され、食糧不足に拍車がかかる。
財宝の中にて米は総体の君也。金銀は君に使
松永 千秋
世
界各地で餓死者が急増しているという。
われる奴にて、宝の使に世の中にありく役也。
先だって、こんな時代に減反でもなかろう、
今も銭をお足と云ふは米の使と云義也。とそ
政策の見直しをしてはどうか、という国会議員
のむかしの物の本に書かれてあるという。
の発言に、政治家、生産者から反論が相次いだ。
減反を止めて余った米は食べ物が不足している国に供給で
きれば結構ではないかと思う。だが、国家間の兼合いもあっ
て、単純にはいかないらしい。
余っているところから足りないところへ、というごく簡単
なはなしが通らない。米は腐るほどあるというが、農家では
今も米作りは大切に受け継がれている。
我が家では神仏にお供えをすることもあって、一年を通し
て白いご飯を欠かしたことがない。私自身、白いご飯が大好
きで、ほかほかのご飯と季節の漬物でもあれば大満足である。
しかし、明治の初めごろまでは、白米を炊いてもらうのは
生涯に三度。誕生と結婚式と葬式。この三度だけが 、〝盛米 〟
を食べる日だったという。それほどに、米は貴重なものだっ
たのだ。
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小特集 ︱ 往復書簡
夏に発表する冬の手紙

味をもって読むことができました。

私にとって特筆すべきは「納戸へ消えてゆく家族」です。最

初は気がつきませんでしたが、二度目に開いて、エッ！半分寝

ぼけていた目玉がパッチリ。活字になったのは初めてです。取

なった亀山郁夫訳の古典新訳文庫ですが、急に思い立って、何

今、『カラマーゾフの兄弟』を読み始めました。先頃話題に

り上げて下さって嬉しかったです。

て、松永千秋さんと手紙のやりとりをしました。『松永千秋

昨年評判になった『カラマーゾフの兄弟』の新訳をめぐっ
集』についても触れていますので、誌面を借りてご紹介しま

十年か前に読んだ我が家の全集本を開いてみました。廣津和郎

物語の大まかな骨格は思い出すのですが、ともあれ壮大なも

の文章のリズム感が合うような気がします。

してみると楽しいです。どちらかといえば、私には廣津和郎訳

ック 、)淫奔女 あ(ばずれおんな な)ど驚くような当て字があっ
たり、最近は滅多に見ることのない漢字が出てきたりと、併読

にしては、ルビも一切無しなのですが、たまに加特力 カ(トリ

訳とあります。もちろん旧仮名遣い、旧漢字、大正十五年発行

す。

松永千秋から小池正博へ 二(〇〇七年十二月八日 )

昨朝は一面の霜で、まるでうっすらと雪化粧でもしているよ

ようやく冬の季節らしい日々になりました。

ても最後まで読み通す…というのが、今のところの覚悟です。

のがたり、簡単に読み解けそうにもありません。少しずつにし

先日は「五七五定型」第二号をお送り頂き、有難うございま

うな眺めでした。

ところで廣津訳では『カラマーゾフ家の兄弟』という題名に

寒さに向かいます折、お元気にお過ごし下さい。

いがあるものですね。

なっています。「家」があるとないとでは、微妙な感じ方の違

した。「言葉の布置」繰り返し読みました。言葉から出発する
…、これが私には大変むずかしいのです。
野口裕さんの文章にはウィナーのサイバネティックスやシャ
ノンの情報理論等々、私には馴染みのない名前が出て来て、面
くらいましたが、アリストテレスの辺りから惹きつけられて興
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小池正博から松永千秋へ 二(〇〇七年十二月二十六日 )
クリスマスも過ぎて、街は正月の準備を迎えたようです。気

私が読んだのは原久一郎の訳で、タイトルは『カラマアゾフ

の兄弟』となっています。広津訳で漢字に反応するのは、いか

にも漢字に強い千秋さんらしいです。亀井郁夫訳はまだ読んで

先日はお手紙ありがとうございました。「五七五定型」は年

お時間があるときに、ドストエフスキーやそれ以外のいろいろ

か。ミーチャ、イワン、アリョーシャ？私は断然イワンです。

ところで、カラマーゾフ家の三人の中では誰がお好きです

いませんが、家には買ってありますので読んでみます。

に一度の発行ですので、次の第三号は来年の秋から冬ごろにな

な小説についてまたお手紙をいただけたら嬉しいです。

の早いお店ではもう門松が飾ってあるのを見かけます。

りますが、そのときはまたご笑覧いただければ幸いです。

句を書きつけておきます。原久一郎風にアレンジしています。

「松永千秋は閉ざされた空間が好きだ。居心地がよくて、本

では、よいお年をお迎えください。

最後に、拙句でお恥ずかしいですが、季節はずれの夏休みの

『松永千秋集』の書評 納
(｢戸へ消えていく家族 は
｣)かねてか
ら書きたかったもので、お読みいただいて嬉しいです。

カラマアゾフ万歳といふ夏休み

よいお年をお迎えの事と存じます。

松永千秋から小池正博へ 二(〇〇八年一月十日 )

を読むのにぴったりだろう。閉ざされつつ、外部との通路でつ
ながってもいる。その自在な感じはとても魅力的でうらやまし
い」
勝手なことを書いてしまって恐縮ですが、千秋さんに対する
何度かお話したことがあるように、「バックストローク」誌

私の実感的な見方です。

年末年始と慌しい日々を送っていました。八日、最後の客を

先頃はお手紙と「五七五定型」、ありがとうございました。

送り出して、やっと一息、というところです。これから少しは

のエッセイ、いつも楽しく拝読しています。仙台・青葉城の

読書もできそうです。

木々のことも書いておられましたね。そもそも千秋さんとのや
り取りで『カラマーゾフの兄弟』の話題になるのは同誌三号の

『カラマーゾフの兄弟』、やっぱり私もイワンが好きです。

「青田の風」が発端でした。小説のラストシーン、アリョーシ
ャの演説のところは私も気に入っている場面です。
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私をきれいに洗うグレゴリオ聖歌

なのは、やはり次の二句です。

さくらさくらこの世は眠くなるところ

俗に血肉を分けた、と言いますが、この家族、個々の血は、
互いに血肉に同化することを拒んで、お互いの血肉の中で騒ぎ

には、古さや時代などを思わせる情緒より、それを日常とした

り鳥」という句を出しておられましたね。《「お納戸」の句語

「バックストローク」二一号にも「お納戸を出て行ったのは渡

は、千秋さんの「納戸」という空間にとても興味があります。

セレクション柳人『松永千秋集』改めて読んでいます。私

ています。「これ イ(ワン は)、わたしの息子です。わたしの血
と肉を分けた息子です。わたしの最愛の肉でございます。これ

を意識していたことは、フョードルの次のような言葉にも表れ

いうのです。兄が善、弟が悪です。ドストエフスキーがシラー

が兄弟のテーマを扱っています。兄がカール、弟がフランツと

ね。私が学生時代に専攻したドイツ文学ではシラーの『群盗』

読みおわりました。「兄弟」というのは興味深いテーマです

亀山郁夫訳の『カラマーゾフの兄弟』、一月いっぱいかけて

いう具合。千秋さんの散文の魅力ですね。

別のはなしである」という文がでてきて、これにも共感すると

ば、ずっと草さえ取っていれば幸せか、といえば、それはまた

とあるのに共感しながら読んでゆくと、そのすぐ後に「なら

く」という話。「草を取るという作業は心を無にしてくれる」

散文もいいです。散文篇の最初に収録されている「草を引

されている句です。

作のうちの一句ですね。彦坂美喜子さんの解説でも最後に引用

には書きました。後者の句は「バックストローク」七号の桜連

「作者の自己認識と世界認識を示す作品」と「五七五定型」

立てているような。
まだまだ入り口の段階です。先を楽しみにゆっくり読んでい

家族間のあまりにも密な関り方に圧倒されます。

最後まで読んで、今回もやっぱりイワンが好き…かどうかも

こうと思います。

これからもいろいろ教えて下さい。

自分自身興味のあるところです。

小池正博から松永千秋へ 二(００八年二月十五日 )
いつの間にか節分も立春も過ぎてしまいました。お変わりご

身体感覚があり、「出て行った」「渡り鳥」の自由と対照され

は言ってみれば、わたしが敬愛してやまないカール・モールで

ざいませんか。

ている》と石田柊馬さんも書いています。句集の中で一番好き
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ー、こちらはもうまったく尊敬できないフランツ・モールで

息子が、あなたにいま裁きをお願いしておりますドミートリ

あります。そしてこちら、先ほど入ってまいりましたこちらの

と、却って謎が深くなるという風でしたが、久し振りに本当に

時間がかかりました。時間をかけた分、理解ができたかという

終りました。繰り返して読まなければ理解不能な箇所も多く、

『カラマーゾフの兄弟』二月いっぱいかかってようやく読み

本を読んだという気になりました。

好きですが、十二編「誤審」のゲルツェンシトゥーベ博士が尋

『カラマーゾフの兄弟』では三人兄弟になっていますが、ス

す」
メルジャコフ 異(母兄弟という噂がある ま)で含めると四人兄弟
になります。イワンはかっこいいのですが、イワンの思想を卑

問の席で語るエピソード、この場面も忘れられません。父フョ

キーを受け継いでいますね。これは『カラマーゾフ』と『悪

日本の戦後派の文学では埴谷雄高の『死霊』がドストエフス

きてやる場面では、何度読んでも胸が詰まります。全篇に亘っ

いて地面を走り回っていたドミートリーにくるみを一個買って

ードルに裏庭に放り出され、ボタンが一つしかないズボンをは

この中で、最後のアリョーシャが子ども達に話をする場面が

俗に現実化すると醜悪な結果になってしまいます。

霊』を足したような作品で、未完に終わりましたが、三輪家四

読で、殆ど忘れていたのですが、前に読んだ時も、同じところ

て対立した者同士のせめぎ合いのような中で、やわらかな日が

が好きだったことを思い出しました。父フョードルの子どもに

射してくるようなこの場面が心に残ります。何十年振りかの再

もう最後までお読みになったでしょうか。改めてご感想を聞

対する仕打ちは有罪であるべき、と思ってしまいます、その罪

兄弟の物語です。三輪家のサッド・バッド・マッド・ブラッ

かせていただければ嬉しいです。イワンが好きだったのに、ア

が死に値するかどうかは別として。ドミートリーが父親殺しの

ド・ブラザーズというのです。

寒さ厳しい季節ですが、ご自愛のほどをお願いします。

《こうして、ついに自分から悟るのだ。自由と、地上に十分

私は言いたいです 神(を真剣に考えたことがないからこんなこ
とが言えるのでしょうが 。)
大審問官の《パン》の論争にも興味をひかれました。

真犯人であったとしても 犯(人ではないのですが 彼)は無罪だと

リョーシャもいいなあ、などというのも面白いことですね。

松永千秋から小池正博へ 二(００八年三月五日 )
お手紙を頂いてから、ずいぶん時間が経ってしまいました。
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ゆきわたるパンは、両立しがたいものなのだということを》
ね。

命の問題はどう決着がつくのか。いろいろ楽しみがあります

う。そこに、イワンやミーチャがどう絡んでゆくのか。神と革

『カラマーゾフの兄弟』は未完に終わることによって人間存

《おまえは彼らに天上のパンを約束したが、非力でどこまでも

在の無限の可能性を示唆しているといえるのではないでしょう

罪深く、どこまでも卑しい人間という種族の目から見て、天上
天上のパン・地上のパンという考え方は、ある意味では分か

のパンは、はたして地上のパンに匹敵しうるものだろうか？》

か。それが文学の魅力であり、不思議であるかもしれません。

父親殺しの謎解きは終わりましたが、この後の兄弟たちの物

り易いですが、答を出すとなると、むずかしい問いかけです。

寒さが続きます。お大事に。

語が書かれなかったのは、本当に残念です。

小池正博から松永千秋へ 二(００八年三月十二日 )
雛祭も啓蟄も過ぎましたね。『カラマーゾフの兄弟』につい
て、お手紙を交換することができて嬉しく思っています。
物語が未完に終わったのは残念ですが、ミロのビーナスに両
腕が欠けていることが彫刻をいっそう美しくしているように、
続編が書かれなかったことで『カラマーゾフの兄弟』は却って
屹立する作品になっているのではないでしょうか。
続編を想像してみるのも楽しいですね。アリョーシャの周囲
に集まった少年たちは十二使徒のような革命家になると思いま
す。アリョーシャはきっとグルーシェニカに恋をするでしょ
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うっすらとリズムを刻む食器棚

畑美樹

大橋一弘

写真家

第一回ＢＳおかやま川柳大会
第一回ＢＳおかやま川柳大会（2008年4月12日）は、お
かげさまで全国から１１３名の参加がありました。ありが
とうございました。
この大会は、毎年春の恒例となる予定です。これからも
よろしくお願いいたします。

矢本旭
清水かおり
山田ゆみ葉
番野多賀子
野口三代子
中野千秋
西山たかし
吉松澄子
本村靖弘
中西軒わ
広瀬ちえみ
松永千秋
鈴木逸志
大友逸星
井上一筒
前田一石
矢吹雅男
山口流木
畑佳余子
井上早苗
きりのきりこ
前田ひろえ
石部明
草地豊子
上原美佐子
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柴田夕起子
工藤千代子
山本美枝
松原典子
江口ちかる
藤成操江
井上せい子
濱田陽彩子
樋口由紀子
河添一葉
内田万貴
山下和代
小池正博
石田柊馬
林たくや
原田否可立
小野田仲江
みやたしおん
門田澄江
山崎正子
江尻容子
東おさむ
畑美樹
岩崎幸子
新家完司

参加者の皆さん

斉藤幸男
内田真理子
岩根彰子
保田悠詩
岩崎弘舟
杉山太郎
森田律子
たむらあきこ
中山一新
久恒邦子
木下草風
中村せつこ
古家野春迷
増田敏夫
光岡早苗
篠原和子
筒井祥文
松原敏和
佐々木ええ一
出口とき子
関本久子
真神昌子
石橋芳山
富山やよい
金築雨学

坂井半升
高垣敏子
徳山泰子
吉岡とみえ
畑山美幸
小澤誌津子
田中蛙鳴
福力明良
河原加枝子
いわさき楊子
石原ユキオ
安原博
渡辺春江
ひとり静
野島全
高橋宏臣
木野光子
近藤朋子
白藤海
八戸むさし
谷山典子
船越洋行
北川拓治
原修二
練尾嘉代

堀本吟
堺利彦
榊陽子
伊藤かぎう
吉澤久良
森茂俊
酒井かがり
兵頭全郎
井上しのぶ
竹下くんじろう
宮本きゅういち
小嶋くまひこ
高田銀次

（順不同）

ＢＳおかやま川柳大会スピーチ
あなたの意見で川柳は変わる︵要約︶

史を作ってきたという現実は尊重しなければならない。しか

し、選者を想定した課題吟の創作に、これは自己表現をまっと

うしていると言い切れるかどうか、ここを問い直してみる必要

少しお話をさせていただきます。実はこのタイトルは、討論会

今日は、「あなたの意見で川柳は変わる」というタイトルで

してこなかった。生きる上での信条とかテーマ意識でもいい、

的な発想力に偏って、書くべき思想や、歴史観はあまり必要と

が、眼の前にある課題に向き合う臨床的な、あるいは現場主義

る。これは句会・大会で鍛えた職人芸に似た強さがあるわけだ

私たちが作句に向かうとき、確かに言葉に対する瞬発力はあ

がある。

のようなものをしたいと思ってつけたタイトルですが、それは

その上に成り立つ創作理念があって作品が生まれる。この過程

石部 明

次の機会として、とりあえず今回は来年への一つの問題提起の

がほとんど省略されたまま、即興的対応のみがもてはやされ

つもりでお話をさせていただきます。
まずはじめに私たちはなぜ川柳をしているのかということ。

る。

る」と、それぞれに書くべきテーマを見つけているわけだが、

書く」「自分を書く」あるいは「自分の周辺の出来事を捉え

ということ。というよりも既に見失っているといっても過言で

になるのが、川柳という形式そのものが時代を見失いつつある

ると、ここにいろいろな不条理が見えてくる。その中で特に気

既に三十年を超える長さを実作者として川柳にかかわってい

今日の問題提起はここから始まる。

ここに実はかなり大きな問題が横たわっている。川柳はま

では私たちは本当に自己表現にまい進しているのかどうか。こ

ず、言葉による自己表現という前提がある。そして、「思いを

こを問い直してみると必ずしもそうではない現実が見えてきは

はない。しかも、その時代との乖離に気づいていない。

会を中心にならざるを得ないという現実がある。勿論、川柳は

で自己発見するというか、時代とのかかわりの中で自分を見つ

自分をフイルターとして時代を見るというか、時代的洞察の中

ぞれに自分を書くという意識は持っているのだが、実はそれは

自己の内面性とか、私性とか、日常性とか非日常とか、それ

しないか。

座の文芸として、句会中心に成熟してきたという歴史的背景も

自己表現という自負を持ちながら、私たちの創作は大会、句

あり、一概にそれを否定することはできない。句会が川柳の歴
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ような、あるいは短歌の関節を一度ばらばらにして穂村短歌と

をしている。それについて、短歌誌「井泉」の彦坂美喜子さん

めることであり、時代を見失っての自己性などはありえないは

が、「穂村のいう『分裂してゆく自己』は、「書かれたときに

して再構築するようなユニークな創作活動をされている歌人だ

では自己性とは何かというと、面白おかしく世事を捉える客

初めて顕現する像を、そのつど自己と呼ぶしかないことを意味

が、彼は「書けば書くほど分裂してゆく自己像」という言い方

観性から、主観性への移行という大きなうねりの中で、その仲

しています」と解き明かしている。これは、「そこにある自分

ずなのに、自己性だけが一人歩きする脆弱な形式になってしま

立ちをしたのが「私性」という概念だったわけだが、それが実

うことへの危機意識。

生活を素材にする瑣末的な現実を書く「私ごと」と混同された

を書くのではなく、書くことによって表れる自分」という考え

たとえば「父が死んだ。娘が結婚した。夫が退職した」とい

方を創作理念としている私にはよく解る。

う事実を自分の感情を込めて述べることによって、詠嘆的に一

まま、書き手の都合に任せてかなり歪められて川柳に定着して
概念やイメージ、感情を頼りにし、読者の観念にもたれかかる

句を完結させる。そして作者の感情を読者に伝えようとする。

しまったのではないか。実生活の中にある「私」のもつ既成の
馴れ合いの安易さのなかで成熟してしまった「私性」をどう見

これは「私ごと」を書いたに過ぎないわけで「私」を書いたこ

的に述べるのではなく、対象を一つの動機として、作者として

直してゆくか。ここで「私を書く」「自分を表現する」という

の「私」の奥底にある意識を撹拌し、言葉に置き換えてゆくの

ことについて少し触れたいが、「私を書く」としたときの「私」
実はここに踏み込んでいくと、これだけで時間をとられてし

が「私」を書くということではないか。つまり「私」の感情を

とにはならない。おなじ事実を書こうとしたとき、それを詠嘆

まい、たちまち迷路に入ってしまう。近代までは「私」とは、

とは何なのか。

「私と私以外のもの」「私と他人」という明確な選別があれば

川柳の現状は「古い習慣性をなぞることによって、人情と社

述べるのではなく、「私」の意識の言語化によって私性川柳と

会の規範を一歩も踏み出そうとしない」とか、「既成の概念に

いうものが成り立ってくる。

たちの精神がひと括りにできるほど単純なものではないという

よかったのだが、現代における「私」という概念はさまざまに

ことになるわけだが、たとえば、現代短歌の第一線に穂村弘と

閉じ込めた川柳の規範や制度に向かって、一方的な信仰のよう

拡散し、複雑に多様化されてしまった。つまりは、それだけ私

いう歌人がいる。既成の短歌の価値観をひっくり返してしまう
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に日々の感情の断片を漠然と形式化してきた」と、川柳の現状
思っている。

見極めることが結局は形式の本質に突き当たるのではないかと

先に「書くのは一人の行為」と言ったが、その行為が運動に

を批判し続けてきた。ここで言う形式とは、けっして外形とし
ての定型という狭い意味だけではなく、形式とは十七文字の器

熱に突き動かされながら川柳が激しく動いた時代もあったわけ

時代そのものが一つの意味を持っていたし、あるいは時代の地

ならないということも、一つには時代というものが大きな意味

実をいうと私はまだ、その本質的なものがよく解っていな

だが、今は個が時代に求めるものが何もない。したがって、時

を持っていると考えてもいい。戦後という逼迫した時代には、

い。しかし、歴史を辿ってみれば、剣花坊、五呂八、あるいは

代に抵抗する熱意も失った潮流にならざるを得ない。そして、

そのものであると同時に、その器に入れる中身まで含んだ概念

戦後の川柳革新運動の河野春三、中村冨二、松本芳味、そして

を、形式の本質的なものとしたいと考えている。

誰よりも川柳に自分の世界を確立した時実新子などを辿ってい

内面性を一つの口実にして個の中に閉じこもろうとする。

苦闘の中にこそ、いまこの時代に生きてある「私」が見えてく

そうではなく時代を見る、そして現代をどう捉えるか、その

けば、形式の本質をあきらかにする格闘の輪郭はおぼろげに見

る。それをどう書くか、というところから、もう一度川柳を問

えてくる。けれども、川柳の好きな「大衆」という言葉で地な
らししてしまうと、先人の格闘の歴史は跡形もなく消えて、後

い直したい。

には「不毛の形式」しか残されていないことがわかってくる。
川柳は詩でなくてはならないか。では詩という曖昧な概念と
は何か。あるいは詩性、抒情性という不確かな概念をどう見極
めていくか。あるいは、いっそぶっ壊してしまうか。まだまだ
私たちが取り組まなければならないテーマは山ほどある。形式
とは結局は言葉であり、言葉に関心がある限りは何かをやって
みようと思うわけで、私個人としても時代に影響されながら、
あるいは、時代と格闘しながら、個人と世界との関係そのもの
がだんだんと稀薄になる時代にあって、言葉に対する関心がど
う変わってゆくのか、どう面白がっていけるのか、この道筋を
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第一部「あなたの意見で川柳は変る」

石部明スピーチ

締切まであと少し…
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選者のみなさん

【二百】

筒井祥文

選

分け前の二百万両宙に浮く
こっそりと運ぶ白粉二百キロ
うどん玉を買おう最後の二百円
二百人越えたぞ僕のお弔い
古事記から二百の嘘を引き剥がす
百グラムのかたまりふたつ胸にある
一条さゆりこその百罰二百戒
二百項目クリア介護のロボットに
私の二百海里に誰も来ぬ
嘘二百平年並みという予想
名古屋コーチンの首二〇〇ほど締める
水鏡 百鬼夜行がうつくしい
ふり向けば私のコピー二百人
そで口で鼻拭き二百まで生きる
二〇〇ｇのたましい串焼きで売る
五十人ずつ四班に分けて泣く
もののけも二百回忌の途上です
古都千年わたしたったの二百歳
擦れ違うたが見向きもしない二百人
一九八円と値を付けているバカヤロー
二百グラムの言葉をチョコレートでくるむ
キミの舌ください二百グラムほど
一〇〇点が二つ入ったランドセル

山本美枝
草地豊子
新家完司
江尻容子
東おさむ
広瀬ちえみ
原田否可立
井上せい子
前田ひろえ
吉松澄子
中山一新
清水かおり
吉岡とみえ
森田律子
矢吹雅男
井上一筒
江口ちかる
山田ゆみ葉
山口流木
山口流木
野口三代子
江口ちかる
河添一葉

桜舞う誠が百に嘘が百

ほんの二百ワットのオマージュですの
二百ほど数えて嫁になりましょう
水深二百潜水艦はティタイム
雷が二百鳴っても請求書
二百個の部品でできている天使
ただようているトウシューズ二百足
二百票あれば村長になれる
百歳と百歳がする殴り会い
二百年たって梁から消えた猫
闇市に二百フランのメコン川
と♀と二百の仏陀塗り分ける
牧童は二百の星に名を付ける
おばさんが二百人来て掘り返す
二百人ほどの肉屋が待機中
渇かないままバスタオル二百枚
獏二百 通夜の天井行きにけり
二百には二百足りない揚雲雀
準特選
子が百で親が二百のさくらかな
二〇〇位と二〇一位のぬれおかき
特選
二百とは脱げてしまった靴である
軸

♂

筒井祥文

榊陽子

船越洋行
兵頭全郎

中西軒わ
畑美樹
東おさむ
石田柊馬
広瀬ちえみ
石部明
木下草風
鈴木逸志
富山やよい
森茂俊
吉澤久良
くんじろう
宮本きゅういち
山田ゆみ葉
柴田夕起子
石田柊馬
小池正博
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の技は「位」であり、それは言うまでもなく人を表わす。二

る人もいるが、求めても得られはしない。現在、我々が川柳

めてはいない。川柳に「社会批判」や「癒し」までをも求め

で名案が浮かぶ訳でもない。我々は絵画や音楽に機能性を求

絵画を見たところで腹は膨れまいし、音楽を聴いたところ

りは健かなものだ。具象から入った後に茫漠とした現代を目

「位」の一文字で句を膨らませることが出来ると踏んだあた

句が静止画像なら、この句は蠢く人の影を見せてくれる。

さってくる。マイナーでもヤワではないイメージである。前

やっている人たちである。そしてそれに「ぬれおかき」が被

い、つまりは、さっぱり悦は上がらぬけれども、それなりに

〇〇位や二〇一位が起想させるものは、一位や二位とは程遠

に求めているものは、川柳でしか得られない手触りそのもの

筒井祥文

である。唯々、良質なものを希求する心が川柳を作らせ、か

それは、ひょっとして起こるかもしれないナマっぽい現実な

スカレーターを昇っていったとしたら、もはや喜劇である。

バスに乗り遅れたりするかもしれない。あるいは靴だけがエ

「脱げてしまった靴」は最短のドラマである。そのせいで

が桜であるという混沌へと誘う。組み立てが取り合わせでな

は取りも直さず「能」の世界である。桜が人間であり、人間

ろである。百歳と二百歳との親子が即ち桜だとなれば、これ

だと読むと情景が一変する。準特選に採ったのはここのとこ

「二百」も樹齢だと読むことが出来るが、これを人間の年齢

深読みの責めを負わねばならぬかもしれぬ句だ。「百」も

船越 洋行

のだ。つまり下句は川柳的に旨みのある言葉だと言える。と

く「かな」が「さくら」より句全体へ掛かっているところ

子が百で親が二百のさくらかな

に残す句であった。

ころで上五に「岡山は」なり「政治とは」なりを入れてみる

は、やはり確信的か。持ち重りのした一句であった。尚、こ

榊 陽子

と、たちまち押し付けがましい比喩と化そう。やはり「二

の句の「百」は、前句の「二〇一」同様に題から外れるが差

二百とは脱げてしまった靴である

つ読ませているのである。

百」なのである。それにより読者は、いきなり静止画像を見

し引いて余りあろう。

ろうか。その大道芸がいよいよ面白くなってきた。

季語を持つ俳人が舞台役者だとすれば我々は大道芸人であ

せられることとなり引きつった顔を晒すのだ。絶妙なバラン
兵頭 全郎

ス句である。
二〇〇位と二〇一位のぬれおかき

句を読み終えて、何かくねっとしてしまわないか。この句

57

草地豊子

選

お子様ランチに無意味なものを突き立てる

【突く】
突いて来る言葉を花にしてしまう
またしても突いてきたのはイチゴジャム
人間は突然電池切れをする
どこを突っついても蒟蒻笑わない
私のクシャミが月に突き刺さる
少年兵突く突くだけを教えられ
付き添いはいらぬ一人で銛を打つ
頬杖をついて苗物屋の噂
ツンドラを突いてわたしを呼びおこす
輪郭を突かれ電池切れになる
突き抜けてからの大きな虹である
突き詰めると少しみだらな信号機
弱点を突くと指紋が消えてゆく
大名行列が胃の中を通る
お姫様の腋をすすきで突く仕事
突きますか生け捕りますか母子手帳
塩まぜて軽あるく突けば喋べりだす
謹んでもやし炒めに突入す
核心を突くと浮遊物になる
その辺を突いたらもうちょっと左
桃を突くまでは勝者のはずだった
退屈な日は蜂の巣を突いてみる

林たくや
矢本旭
江口ちかる
山口流木
木下草風
高橋宏臣
北川拓治
山田ゆみ葉
井上早苗
きりのきりこ
前田一石
福力明良
古家野春迷
本村靖弘
井上一筒
石田柊馬
船越洋行
藤成操江
筒井祥文
木野光子
森茂俊
いわさき楊子

鈴木逸志

つつきまわして死にたい人を死なせない
菜の花の泡立つ先のピンクッション
さりげなく隣りの桃を指で突く
つんつんと嘴夜の電子辞書
それ以上つつくとイカに戻っちゃう
そうですねこの突き方はすえむすめ
無人電車で指を突くヤマグチオトヤ
瘡蓋の製造中は突く勿れ
死んでないかと零時ごとにつつかれる
モアイ像を突き刺すナイフだそうです
胃を突つきチョンギースと啼かす
脳内はおぼろ鉛筆の芯で突く
青黴が一族の中突き抜ける
三日月に肘を突くのはやめなさい
そんじょそこらをつつき葬儀から帰る

新家完司
富山やよい
江尻容子
富山やよい
井上しのぶ
吉松澄子
高田銀次
坂井半升
中山一新
矢吹雅男
山本美枝
小澤誌津子
柴田夕起子
吉松澄子
工藤千代子

草地豊子

金築雨学

安原博
石田柊馬

西山たかし

父を突くから母が突くから姉も突くから月が出た 宮本きゅういち

突っ立ってアスパラガスは泣くばかり

突く構えしたまま晩年とはなりぬ
準特選
アリバイの何処から突かれても海月
一年もつついてすすきになった指
特選
突いたり捻ったりしてドロを吐く
軸
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﹁突く﹂色々な表情

草地豊子

今回ほど言葉の不思議を感じたことはない、「突く」から

ご自身の生き様を静かに見つめて描かれた心象風景、余分

な事は一切書かない事実だけが書かれていることに感動を覚

える、戦争経験者の方であれば一層深く悲しい。

安原 博

中は海月のように掴み所がない、海に浮く寄せては返す月の

ある日突然アリバイを聞かれる、一昨日食べた物は？頭の

アリバイの何処から突かれても海月

よう、私はクラゲより月の方を強く感じた。

は瞬間、真剣、凶暴、「つつく」からは滑稽、可愛さ、慎
重、「突き詰める」「突き抜ける」からは真剣、頑固、強引

石田柊馬

虚構をもって書くことは誰にでも出来ることではない、部

一年もつついてすすきになった指

など使い方によって色々な表情を見せる。
「リアリティー」この事を頭の隅に置いて、句を読ませて

分を虚で表現することは多いが喩えでしかない気がする。虚

いただいた。

によって現実よりリアルで真に迫ってくる。「突く」から

石田柊馬

〝仕事〟によって、穿ち、社会批判を共感することが出来

お姫様の腋をすすきで突く仕事

「一年もつつく」という粘着質を書かれたことに驚いた、す

すきになるとはなんと滑稽でいやらしくおもしろいことか、
髙田銀次

無人電車で指を突くヤマグチオトヤ

突いたり捻ったりしてドロを吐く

朽木屋敷もぼうぼうの芒であった。

るが、如何様にも展開が可能な句だとも思う。
カタカナ表記から無表情な青年が浮かぶ、昨今の「誰でも

金築雨学

よかった」に繋がるが、受け身であることに救いと面白さが

事実を書く大切さと面白さを感じた。生き物の事象だけが

姿が浮かぶ、この句がすごいと思うのは、切り札を使ってい

書かれたこの句から、逞しくて滑稽でちょっと悲しい人間の

ないことだ、切り札は得てして色褪せる。 余分な言葉を削

父を突くから母が突くから姉も突くから月が出た

ある。
宮本きゅういち

ぎ落とす集中力と潔さを感じた一句。

助詞の使い方の妙味、白々と美しく事は運ばれる「月が出
た」によって怖さの中に優雅を感じる、字数は多いがそれが
西山たかし

生きている。ロシア民話「大きな蕪」も恐い話？
突く構えしたまま晩年とはなりぬ
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【およそ】

清水かおり

選

大皿に盛ったおよそが崩れだす
量り売りしてます計りいりません
およそでいいわ空は青いし桜だし
およそこの辺りだとメス入れられる
針穴をスルリと通過するおよそ
モザイクの奥に浮かんでくるおよそ
正論と白馬童子で事足れり
虹の背に今日もおよそを張っている
日銀の総裁なんて桜餅
ヤモリの目ヤモリの手足およそ神
光りごけおよそのことは聞いている
いろ
およそからこぼれた一つの虹の彩
真ん中辺の甘いとこだけ食べる
春のヒトラーおおよその歴訪
ふわふわのおよそ確信犯のおよそ
およそとはキリンの首のことである
パイ
兀の集う仮面舞踏会へ行く
脳内のおよそ発泡スチロール
鬱の字はおよそで書いていいですか
およそ満月今なら片手で割れる
梔子が零す世間体のおよそ
およそには危険分子も含まれる
マチュピチュまでのおよその距離を飛んでいる

藤成操江
上原美佐子
吉岡とみえ
斉藤幸男
佐々木ええ一
石橋芳山
筒井祥文
前田一石
八戸むさし
井上せい子
石部明
内田万貴
森田律子
高田銀次
吉松澄子
柴田夕起子
山下和代
草地豊子
増田敏夫
兵頭全郎
岩根彰子
中西軒わ
きりのきりこ

富山やよい

草地豊子
内田真理子
坂井半升
いわさき楊子
安原博
富山やよい
小池正博
大友逸星
林たくや
原田否可立
内田真理子
安原博
西山たかし
吉澤久良
久恒邦子
林たくや
松原典子

銅像がおよそになって倒される
野茨も茨も薔薇もひとくくり
向日葵はおよそ攻撃的な視野
ふえたりへったりしながら一族忌
どんぶりの中の脳梗塞その他
家族写真形状記憶シャツになる
およそはいらない真水をくれたまえ
空缶と人に分別されてゆく
擦り硝子越しのおよそはもう死んだ
酢で〆めたおよそが胸をはだけだす
あら熱を取って眉間に流し込む
一頭の鯨を乗せる皿の数
透明な紐をおよそで引いてみる
神々およそ扁平な肺野火の色
葉桜の盗聴器から出るおよそ
終はまだおよそひとつでしかあらず
雲間から見る心療内科のおよそ
準特選
妹を測る３０センチ差し
一時間あればおよそを燃えつきる
特選
海峡はトランポリンで越えられる

清水かおり

井上一筒
柴田夕起子

およそで出会う天涯の玩具箱

軸
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清水かおり
句を鑑賞する場合、読者の入る空間があるかどうかという

こんだ句はなかった。壮大な海峡とトランポリンという小さ

な非日常の取り合わせによって手渡される転換と飛躍からは

ケ・セラ・セラと歌いたくなるような人間の強さが溢れてい

っている。大会選でなかなか冷静にこの拘りと向き合う余裕

える。およそが無い世界とは？身近なものは行政だろうか。

「およそ」の中でこの句は「およそ」そのものを投げかけ考

およそ「を」燃えつきるという。何かの喩としての沢山の

柴田夕起子

がないのはそれだけ多くの句のパワーに押されてしまうとい

あえて一時間という限定が机上論の無意味さを示唆してい

一時間あればおよそを燃えつきる

る。

うことなのだろう。

ことと、その存在感、作者の世界に引き込む力のある句に拘

「およそ」は小さな日常から大きな非日常までを呼び込むこ

いかという危なさを持っていた。言葉としての「およそ」の

を通して読者の五感を見つめている句だ。３０センチ差しで

のかたちになり、心にある乾かない感覚を刺激してくる。句

句に滑り込む郷愁と官能と愛憎。「妹」がそれぞれの誰か

井上一筒

た。

力を期待して選に臨んだが「およそ」の一語で弱まってしま

測るという行為のいいかげんさとその時間の不確かさ、それ

妹を測る３０センチ差し

とができる。が、「およそ」は身の回りの事象のほとんどに

った句が多かった。自由だけれど手強い言葉である。イメー

当て嵌まりイメージに頼れば該当しないものはないのではな

ジの読み込みのほうが兼題へ引き付ける力があったと思え

でいて強い意味を持つ情景をいうところに「およそ」は存在

う。あるいは数字化される市場原理の波に否応なく揺られて

私達はいったいどれだけの規範の中で生きているのだろ

のくらいあるだろう。誰もが日本語の不思議さを再認識した

（概ね）とおよそ（全く）と、反対の使い方をする言葉はど

が曖昧にならない句を探した。身の回りにこのようにおよそ

「およそ」とはこういうものですと主張する句の中で視点

する。

いると誰もが思う。しかしそれは社会的な価値観に過ぎない

富山やよい

と言えば大方が「およその事象」に変化する。「およそ」の

はずである。

海峡はトランポリンで越えられる

る。

開放感は大小さまざまに提出されたがこの句ほど大きく呑み
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【丸】

壷坂輝代

選

真ん中の丸は一如ということに
一言で丸い心に穴があく
丸いこころも想定外の離婚する
日の丸を透かすと見える星条旗
まん丸くなるまで座る石の上
乱世へ川底の石丸くなる
丸囲いされて陽気に喋る妻
杖をつく心も背なも丸い母
日の丸の中に今でも父が居る
八月へこころを丸く鶴を折る
三角も丸も四角もある此の世
満月に抱かれ魂澄んでゆく
完敗のさわやかな丸描いている
丸顔の樹木をそっと伐り倒す
丸腰の象の尻尾に従いてゆく
まなざしを遠くへおけばまるい海
日の丸を振り馴らされた腕の凝り
ていねいに丸くくり抜く形見分け
角のある言葉に返す丸い笑み
しがらみは酒で丸呑みしてもらう
アマゾンを食べてきました丸木舟
星雲の子孫に丸い蒙古斑
曲がりくねった胡瓜にも丸つけてやる

原田否可立
真神昌子
光岡早苗
本村靖弘
藤成操江
松原敏和
河原加枝子
高垣敏子
篠原和子
光岡早苗
岩崎幸子
河添一葉
たむらあきこ
石原ユキオ
本村靖弘
濱田陽彩子
斉藤幸男
清水かおり
谷山典子
増田敏夫
高橋宏臣
くんじろう
きりのきりこ

壷丸く壷のかたちに水眠る
花丸をつけた棺で送る亡父
鋭い丸を描いて女は脱皮する
オンリーワンいびつな丸に変わりだす
夕暮れと粗茶がお盆にのってくる
回転ドアまあるく抜けて丘の上
お返事は泪を拭いた指の丸
丸いふりして地球でも尖っている
日の丸をふやけた頃に陽に晒す
回転ずしほどの輪廻を食べている
丸太ん棒に汗飛び散って薪に成る
豆腐屋が丸と四角でかく日記
指で丸をつくり痩せた臑を齧る
くるぶしは丸いものです春柩
紙風船ふっと丸めてみる孤独
しあわせな家庭にもある丸い檻
それぞれを丸で囲むと修羅になる
準特選
鬼たちも丸く成ってから逝くらしい
心ふぶいて丸い言葉が見つからぬ
特選
淋しさのまん中に置く丸い月

いわさき楊子

松永千秋
斉藤幸男
内田万貴
石橋芳山
広瀬ちえみ
高橋宏臣
近藤朋子
松原典子
柴田夕起子
たむらあきこ
伊藤かぎう
渡辺春江
野島全
吉松澄子
内田万貴

安原博

伊藤かぎう
福力明良

北川拓治
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壷坂輝代
はじめて参加する川柳大会で選者を務める、思ってもみな
かったことが現実になった。現代詩しか書いてこなかった私
に、そんな大役が務まるのか、大会が近づくにつれて不安に
襲われたが、「一行詩だと思って選をして下さい」と石部氏

生きていく上での一番の煩わしさは、人間関係だ。家庭

で、地域で、職場で、我慢することが増えてくる。そんな時

こそ、泰然自若としていたいのだが、そうはいかない。つい

つい、とがった言葉を吐いてしまう。「丸い言葉が見つから

ぬ」に、作者のやさしさがにじみ出ている。
特選

大会当日、会がはじまる前に控室で選がはじまった。ベテ

れている人もいれば、ひとりぼっちで淋しさの渦の中にいる

外からは充ち足りて幸せそうにみえても、淋しさの風に吹か

淋しさというのは曲者である。人によって感じ方が違う。

淋しさのまん中に置く丸い月

ランの方に手順を聞いて読み進んでいったが、見事な切り口

から言われ、少し気が楽になった。

の句が多く、選ぶのに時間がかかってしまった。私が選んだ

未来の月であってほしいものだ。

は、過去の月であってはいけない。できれば、今日の月か、

い月を置いた。「丸い月」というのが、象徴的だ。この月

たりする。要は、淋しさの真ん中に何を置くかだ。作者は丸

のでは、と思うのだが、本人はいたって心豊かに暮らしてい

準特選

基準は、感覚よりも意味性に重きを置いている。
鬼たちも丸く成ってから逝くらしい
この世の中には、鬼と見まがうような人がいるものだ。そ
んな鬼たちも、年を重ねていくうちに丸くなっていく。中に
は、最後まで鬼のままの人もいるだろうが、旅立った後の顔
をみるとおだやかで、ああ、この人も丸くなって逝ったん
だ、と納得したのだろう。人間味あふれた句だ。
準特選
心ふぶいて丸い言葉が見つからぬ
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【丸】

樋口由紀子

選

両脇をかかえられては丸の中
くるぶしは丸いものです春柩
豆腐屋が丸と四角でかく日記
三角を丸めて放り投げている
丸ひとつもらいにマクドナルドまで
丸もらう昨日鰯を捌いた手
回転ドアまあるく抜けて丘の上
富士山を色と波とで丸めこむ
大げさに丸を作ってみた雫
二重丸ひとつもくれぬお月様
まん丸を追求すると破裂する
満月の姿目指している林檎
好き勝手言う水玉模様許される
丸窓にすっぽりエキストラ
丸め込まれそうで沼を吐きました
火の指で丸を描いてあげようか
マリモ羊羹のぎちぎちのジレンマ
太陽がまわしはじめるフラフープ
真ん中の丸は一如ということに
耳を包むとやわらかい丸になる
日の丸で包むと真ん中が痒い
懺悔の窓で正露丸を噛む
キリンだと聞いてとうとう丸になる

酒井かがり
吉松澄子
渡辺春江
富山やよい
畑美樹
吉岡とみえ
高橋宏臣
船越洋行
みやたしおん
矢本旭
いわさき楊子
新家完司
畑山美幸
上原美佐子
中西軒わ
小池正博
内田真理子
江口ちかる
原田否可立
石部明
佐々木ええ一
山下和代
筒井祥文

セロファンの向こうは丸い富山湾

アインシュタインの舌がマンホールから覗く

壷丸く壷のかたちに水眠る
ミステリーサークルですね剃りますか
これは厚かましい日の丸の素顔
星雲の子孫に丸い蒙古斑
ラジカルな丸太にごろんと寝てもらう
悪党芭蕉 丸いメガネをかけている
完全に丸い人造人間Ｒ
ほととぎす水でふくれた丸あげる
丸潰す 空の深みに無人島
千年記丸く納まる鼻の穴
どこにどう触れれば丸くなる遺体
サービスの丸ですサランラップ越し
とりあえず掻き集めているのは丸
一台のピアノのために穴を掘る
まないたの上ではじまる丸いこと
丸めたら戦車になれるかもしれぬ
準特選
月青くきれいな丸は別室で
輪をちぢめ目覚めを覗きこむ埴輪
特選

軸

松永千秋
宮本きゅういち
矢吹雅男
くんじろう
松原典子
吉岡とみえ
兵頭全郎
石田柊馬
吉澤久良
森茂俊
井上しのぶ
田中蛙鳴
畑佳余子
広瀬ちえみ
畑美樹
柴田夕起子

井上せい子
山田ゆみ葉

木下草風

樋口由紀子
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樋口由紀子

タインの舌」と関係性を結ぶことによって、丸い形である

が、○ではないマンホールの内と外の世界の違和を引き出し

た。そこに悪意をこめた日常に対する批評性があり、強烈な

こむ」の動詞の連携が相互作用を生み、心情の屈折を写し出

「埴輪」は作者自身の投影かもしれない。「ちぢめ」「覗き

輪をちぢめ目覚めを覗きこむ埴輪

アイロニーを感じた。
「アインシュタインの舌」は切手にもなったほどのあまり

アインシュタインの舌がマンホールから覗く
にも有名な写真である。それは彼の七二歳の誕生日に「笑っ

している。「丸」の兼題に対する思索の飛躍がある。

月あおくきれいな丸は別室で

てください」というカメラマンのリクエストに応えてした表
情を撮ったものであり、アインシュタイン自身もお気に入り

目を引いたのは「別室」。「別室」の一語で句が反転し、

完全に丸い人造人間Ｒ

ミステリーサークルですね剃りますか

皮肉が出た。月のあおさの抒情性ともうまく結びついた。

てきたことにまずびっくりした。言葉によって情景が一瞬に

「丸」という兼題に「アインシュタインの舌」を持ち出し

であったらしい。

して浮かび上がり、はっとさせられた。「丸」は平和や秩序

ほととぎす水でふくれた丸あげる

特選や準特選には推さなかったが、これらの作品にも惹か

など、おだやかでまともなイメージが先行する。あくまでも

も選ばなかった。誰にでもわかりやすくしなければ川柳にな

○は○であり、△でも×でない。その○に舌を出した。世界

らないのではない。落ちをはっきりつけなくても川柳は成立

れた。どこかで見たような、聞いたような作品はたとえそこ

「アインシュタインの舌」という有名すぎる写真にもたれ

する。使いふるされた凡庸な主情に寄り掛かったものよりも

に人間のかなしみがあり、人のこころの真実であったとして

すぎた印象はぬぐえないが、「マンホール」と組み合わせた

作者の見つけた言葉が生動している作品を私は選んだ。

の○だと思っているものすべてを挑発するかのように、挑戦

ところに作者の手柄がある。日常どこにでもあるモノである

的な舌を出した。

マンホールの存在感が、その下の閉ざされた世界で息を潜め
ている、なまあたたかく、ぬるっとした触感の「アインシュ
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【トマト】

広瀬ちえみ

選

本日のおかずはトマトケチャップです
新家完司
白地に赤くど真ん中にはトマト
酒井かがり
くたばってたまるかトマトまるかじり
新家完司
どこかにやんちゃが混じってないとトマトじゃない 畑山美幸
美しいトマトの話持ち帰る
金築雨学
にたにたと笑うトマトを真っ二つ
柴田夕起子
イエスとノーの間にトマトがひとつ
柴田夕起子
妥協してトマトはケチャップに化ける
石橋芳山
一ヶ月家出のトマトまい戻る
江尻容子
伝説のトマトは冷蔵庫で寝てる
森茂俊
むっつりトマトがぶりと食われてから笑う
山口流木
濱田陽彩子
木野光子
松原敏和
西山たかし
鈴木逸志
江口ちかる
北川拓治
林たくや
佐々木ええ一
井上せい子
石田柊馬
ひとり静
泣きぼくろつけたトマトにかぶりつく
真っ赤なうそポンポン口にするトマト
健康なトマトはみだす世界地図
門限の門にトマトが鎮座する
正直なトマトだ汗をかいている
トマトの匂いの乳房をさげている
捜しているのは記憶の中のトマト
平凡ね トマトでもぶつけあいますか
これしきの事では泣かぬミニトマト
弁護士を呼んで下さい完熟トマト
スーパーのトマトは軍国的である
方法はあるさ湯剥きにするトマト

くんじろう
井上しのぶ
森田律子
田中蛙鳴
八戸むさし
石橋芳山
松原典子
内田真理子
小池正博
江尻容子
大友逸星
榊陽子
井上一筒
畑美樹
白藤海
井上しのぶ
くんじろう

松原典子
中村せつ子

中山一新

トマトジュース泣きたくなったから泣いた 広瀬ちえみ

証人へ完熟トマト召喚する
前例はないがトマトはどうでしょう
良いご縁でしたとトマトのうす皮
潰されたトマトの身分証明書
夕暮れのトマトと穴を数えてる
突っ張りはトマトの皮ほどのものよ
田園交響曲にぽっと点いたトマト
よく笑う君は真昼のトマト系
連弾をしてくれないかミニトマト
プチトマトたわわ姉にはない子宮
エホバの御使いですと佇っているトマト
職業はスタントマンというトマト
拝啓トマト同封しますかしこ
バスを待つみんなの脇腹のトマト
トマトって顔して食べる赤ん坊
バンドエイド二枚ですむねトマトなら
少年よ君はトマトを覚えたか
準特選
赤いパジャマを着たらおやすみトマト
考えて考えて今トマト中
特選
お元気ですかトマト投げてもいいですか
軸
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広瀬ちえみ

トマトという題はイメージが固定されているので、難しか

れど「トマト中」「マリンバ中」「なみだ中」などとは普通

は言わない。ところが短詩中ではいきいきとことばが動き出

すことがある。選をしてこんな場面に出会うのが最高のとき

である。「考えて」はどんな状況を言っているのか読者が想

像するしかないのだが、「トマト中」のムッとした匂い、何

特選 お元気ですかトマト投げてもいいですか

トマトを投げたらトマトが返ってくるのがあたりまえだろ

かに絶えず抵抗している若さなどを感じさせる。

う。かくしてどちらもトマトまみれになる。そんな友情の確

ったのではないだろうか。トマトということばを使わない作
作りたい。どんなところにトマトを登場させたら効果的だろ

句はありえない。しかし、あのトマトだけではないトマトを
う。みなさんの苦心のあとがおもしろかった。当然、選には

るという。起源の説はさまざまあるらしいがどうも喧嘩が発

り、投げたトマトで人も街も建物もみんなトマトまみれにな

スペインでは八月に「トマティーナ（トマト祭り）」があ

認があってもいい。

「おやすみなさい フランシス」という絵本がある。なん

準特選 赤いパジャマを着たらおやすみトマト

苦労した。

のかんのと屁理屈をこねてなかなか寝ないフランシスがここ

端らしい。

なかったら……。この句の場合「トマト」が比喩にならない

か」、そうしてトマトが返ってきたら元気な証拠。返ってこ

「アイツは元気かな。ここらでトマトでもぶつけてみる

にいると思った。フランシスという名前のトマト（絵本はア
と思った。戻りたくてももう戻れない時間が描かれており、

ライグマ）。イチゴだったらどうだろう。やっぱりトマトだ
トマトを抱っこしたりおんぶしたりしたのだったなあとしみ

当の熟したトマトでなければおもしろくもなんともないので

のがいい。あるいは、比喩として読まない方がいい。あの本

準特選 考えて考えて今トマト中

ある。

じみとさせてくれる。
「トマト中」という強引な用語の使い方が成功していると
思う。たとえば「トマトになるところ」などと表現されてい
たなら佳作だっただろう。「仕事中」「練習中」とは言うけ
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【辻】

石田柊馬

選

青テントが並び立派な辻になった
辻褄が合うと靴音きこえない
日の辻の躯半分だけ冷やす
皮剥くとミカンに十の辻がある
辻占をとおりぬけたら鬼が待つ
平安京の辻に今夜の布団敷く
辻から辻へワープするチンドン屋
その辻を曲ると狐がコンと鳴く
なまこ壁ヴィーナス隠す目地の辻
踏んばったとこが私の辻である
花柄の傘で西日のさす辻に
辻添いを風に追われて走りぬけ
てのひらにあるいくつもの辻 未完
ここからは単色になる母の辻
黒鍵を弾くと辻が現われる
闇からサクラ辻から鞍馬天狗
晴天の辻で透明人間になる
ぐうたらな辻が手招きして困る
むずかしいところが辻になっている
この世から私を攫う辻の風
卒都婆小町も消えた匂いも消えた辻
辻辻にヤッターマンの盛りあわせ
辻褄を合わすと腹がすいてくる
キリストと魚座がすれ違う辻

新家完司
いわさき楊子
内田真理子
篠原和子
矢本旭
松永千秋
井上せい子
木下草風
久恒邦子
松永千秋
出口とき子
関本久子
林たくや
内田万貴
畑山美幸
中西軒わ
坂井半升
藤成操江
たむらあきこ
山下和代
松原典子
森田律子
増田敏夫
柴田夕起子

辻に来てあっちゃんあがつくいつまでも

ふらここから着地したのは夜の辻
辻馬車はまつげパーマをしてきたり
辻堂にのぞき穴あり抜け道あり
辻褄を合せるリストカットする
タンポポに余計なものが生える辻
遡上する形のままで西の辻
四つ辻の音楽隊に紛れ込む
ドリアンの中の辻から出られない
たくましい辻だ 上腕二頭筋
この辻にどこかで遭ったことがある
陽炎の「夕方村」へ辻買いに
現場へ向かう文体が揃う辻
煙草屋の辻に刑事が立っている
暴力の淡い匂いを残す辻
乱暴はしないで辻がこわれます
風の辻曲がりきれずにまあいいか
準特選
夕暮れの辻は巨大な耳になる
辻辻に置く大食いのスプーン
特選
四辻で救急車に連れ込まれる
軸

江口ちかる
岩根彰子
富山やよい
木野光子
榊陽子
酒井かがり
吉松澄子
草地豊子
吉岡とみえ
保田悠詩
筒井祥文
筒井祥文
木下草風
清水かおり
石部明
小池正博

石部明
畑美樹

斉藤幸男

石田柊馬
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石田柊馬

夕暮れの辻は巨大な耳になる

準特選

石部明

なにげない日常も、集合離散もある「辻」。そこを過ぎて

れ」。一読、未了の感がふくらむ「夕暮れの辻」であり、

行く個々人の感情や情念を「辻」は知っている。その「夕暮

「暴力の淡い匂い」や「風の辻」の感慨などもあるだろう。

柴田夕起子

「辻」で「すれ違」ったのだが誰も「キリスト」と知らな

キリストと魚座がすれ違う辻
かったのだろう。知っているのは作者だけで、「魚座」が配

人間の、日々のこころのいとなみがある大きくて深みのある

特選

畑美樹

された。俗界の「辻」とも、天空をゆく「キリスト」と星座

清水かおり

の「すれ違う辻」とも読めるが、一読『焼跡のイエス』 石(
「辻」である。
川淳 の)俗界を思い出した。出合うこと、すれ違うことなど、 準特選
人知を超えた命運への謙虚なこころが表現された句。
辻辻に置く大食いのスプーン
暴力の淡い匂いを残す辻

この「辻」はときどき「暴力」沙汰の「淡い匂いを」「残

ン」は、現代人の動物的な欲望を書く小説の可視的な状景を

現代の人間や世界を書いた二句である。「大食いのスプー

斉藤幸男

ろ。「暴力」沙汰も風化する。その後を想像、「淡い匂いを

思わせる。現代人は「救急車に連れ込まれる」状景に無関心

四辻で救急車に連れ込まれる

残す」と、意識下が引き上げられた。「辻」と時間の関わり

す」が、「辻」は誰もがここを過ぎて何処かへ向かうとこ

が書かれて、斬新。
五・七・五の、過不足のない措辞に感心。人生に及ぼす何

界と人間が作り出す恐怖の表象された二句である。

るのだ。これも現在の小説の一場面を思わせるが、いまの世

に連れ込まれる」ことがあっても、神経が慣れてしまってい

になっている。「四辻で」何の支障もない人が突然「救急車

物かと出会う「辻」が、「曲がりきれ」ない「風の辻」と読

風の辻曲がりきれずにまあいいか 小池正博

んだ。抽象された感慨を「まあいいか」と収束。読者に具体
的な状況を想起させる句だ。
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受付などのスタッフは岡山在住の会員の皆さん

脇取は前田ひろえ（右）と松原典子

次号予告
●小特集「女性川柳の可能性」
飯尾麻佐子と「魚」について(仮題)
一戸涼子
『ウオミタカコ川柳集』を読む(仮題)
江口ちかる
ほか

バックストロークでおなじみの写真家大橋一弘さんの写真展が開催されます。

大橋一弘写真展
くらいゆめ 第二夜
2008.7.29～8.4

Gallery enfer

京都市左京区払殿町

恵文社一乗寺店内
tel:075-711-5919

2008.8.6～8.16
“slow bar 葡萄酒”にて作品の一部を展示
東京都品川区西五反田1-32-4
tel:03-5436-5660
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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

畑美樹宛

畑美樹選
長野県伊那市美篶1240

同人雑詠

自選７句

wind-notes

石部明選

雑詠８句

後 記

▼岡山での第一回ＢＳおかやま大会から︑もう３ヶ月︒その間に︑

原油高やら︑オリンピックの話題やら︑社会も世界も刻々と動い

ている︒この動きは︑やがて振り返った時︑あぁ︑あの川柳の時代︑

あの表現の時代とあの頃の社会は重なるんだなぁ︑と振り返る

時 が 来 るのだ ろ う か︒目に痛いほ どの緑に囲 ま れな が ら︑そ ん
なことを考えている︒

▼おかやまの大会の後︑連句の席に着く機会があった︒川柳とは

勝手が違う︒言葉そのものの跳ね方︑コトのとらえ方︑モノの見

方︒ほんのちいさな入り口を見たひとときだったものの︑川柳と

会記録を読み返しながら︑やはり人が集い︑そのナマの声やナマ

いうものの姿を改めて感じる機会でもあった︒▼おかやまの大

と思っている︒選者による選直後の評も︑ますます楽しみにして

の人に直接出会う機会は︑川柳にとって大切な要素なのだろう︑
ゆきたいと思っている︒

兵頭全郎

兵頭全郎

号のアクアノーツ作品に間違いがありました︒

︵美樹︶

▼大会に参加し てくださった皆さん︑支えてくださった皆さん︑
ありがとうございました︒
○

訂正いたします︒

︻誤︼ 特急の棚の・５がすべる
←

︻正︼ 特急の棚の♥５がすべる
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石部明宛

aqua-notes

投句先 〒709-0421 岡山県和気郡和気町日室519-12

課題吟「川」 ３句
投句先 〒396-0111

8月25日締切
2008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.teac up.c om/ a kuru/ bbs
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