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くしけずればおたまじゃくしがぽろぽろと

江口ちかる

大橋一弘

写真家

明

あぶなさを承知で、呼びかけに応えてくれた同人たちには、

石部

本誌の創刊は二〇〇三年一月。

柊馬邸で最終的な確認をしあった柊馬、由紀子、畑美樹、

う一席が設けられたのは京都の小料理屋であった。すでに

来ていた。その反響もぼつぼつ出始めた十一月、前途を祝

秩序より、「無謀」という熱い固まりが必要なときもある。

無謀である。だが川柳を撹拌し、うねりを起こすためには

由紀子が叫び、柊馬は目をつむって天井を仰いだ。確かに

遣いに切り出した私に、「まだ創刊号も出てへんのに」と

ィスカッションも取り入れた大会をしたいんや」と、上目

話がほぼ煮詰まった頃、「実は・・秋に京都でパネルデ

いまも頭のさがる思いがする。

創刊に際して、さほど難しいルールを決めたわけではな

書きで地方の指導者に成りあがって行く現実も数え切れな

産される仕組み 誰(でも歓迎 が)、結社、グループの停滞と
なり相互研鑽を阻害する。実力の伴わない同人が、その肩

小池正博さんにお願いしましょう」と由紀子も折れた。こ

頷き、「それなら句会は明さん中心に、シンポジュウムは

「日にちと会場は押さえたぞ」という仁に、博造、祥文が

数分の沈黙のあと「やるんやったらテーマは 悪(意 で)どや」
と柊馬が呻いた。すかさず仁が手帳を開いて席を立った。

いほど見てきた。それを避けるためにも、多少のリスクを

志が具体的な形で一つになった瞬間であった。

との成り行きに畑美樹はいきいきと目を輝かしていた。

個人の自由の集合体を方針とする本誌の、まだ手探りの

があった。

背負っても、自由参加ではない新しい同人制度を作る必要

い。ただ同人制にはこだわった。同人が運営要員として量

明に、京都在住の松本仁、田中博造、筒井祥文が加わった。

樋口由紀子、松永千秋と私の四人で、新誌創刊の確認は出

その前年の六月、津山大会の前夜祭の一室で、石田柊馬、
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横澤 あや子
門限があって珍味になりそこねる
常緑樹は換気が悪いままミドリ
三丁目のふっくら萩の仕事率
傍観者は煙に乗った落ち葉焚き
舞茸おこわに撃たれるための両の膝
行きつけの紐が爆笑見せたがる
つきあたりのしぶとい洞で商い中

江口 ちかる

八戸

東京

量り売りだからボウリョク買ってみる
くしけずればおたまじゃくしがぽろぽろと
綿棒で掻き出している旧石器
ユーラシアが肘にとおしたエコバッグ
どようびは南アルプスを搾乳し
いばら姫を抱きあげているなべつかみ
七三に分けたらたんぽぽ咲いていた

草地 豊子

津山

京都

耳の形が人間だろう家具売り場
脳みそにすうすう入るひとごろし
缶拾い始める星の王子さま
落款を捺して男は靄になり
蓮枯れるパチンコ屋などさておいて
炬燵にはお清め塩と広辞苑
わたくしにふれたひとから死ぬみたい

吉澤 久良

木の下闇に茫茫とふる喃語
方形の空沸沸とミミズ腫れ
抽斗に指悶悶と密生す
非常口からヲンヲンと魚の列
あらえびす
朱雀門飛花索索と荒夷
抱卵の川遼遼と藻の海へ
びょうびょう
みお
天の水脈人渺渺と地の共寝
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小池 正博
大阪

姫路

荒涼の紅葉林に錆を産む
耳たぶがぽとりと落ちるアシカ池
都心から無理に木魚を運び出す
カンガルー舎にひきこもる茹卵
兜率天の向こうで笑う豪雪地帯
カレーライスを監視カメラが見ているぞ
竜巻の方へと鳩を解き放つ

樋口 由紀子
目的の駅までお湯を継ぎ足して
裏返るとコインと同じ価値になる
ラフランスは熟れてしまった２ＤＫ
アクセルを少しゆるめて桃色に
犬の目は白紙のままの答案用紙
柿の木のてっぺんにいる種族かな
七階の窓から旗を振っている

北沢 瞳

年の瀬や異臭の車両連結す
手を口に押し込んで見る静寂よ
お笑いのタレントさんを抱き起こす
その星の下には星の豆もやし
明日のための水でかあちゃん足洗う
邪魔な釘抜かれて部屋がわからない
よく眠る女の眠れない鸚哥

山田 ゆみ葉

平行線のあいだポツポツ水たまり
聞き逃すまい前兆は相似形
垂線を突きつける雲形定規
さかのぼる無理数たちの川遊び
和草や√の笠は右下がり
むずがゆいピクトグラムから避難
今さらの緊急措置のコンビーフ

大阪

京都
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兵頭 全郎
一本があり一本がある人魚
内側の穴が走って逃げてった
鮮やかな影のまにまにＱ太郎
さぁてこの指を開いて江戸見物
邪気無邪気天邪鬼とももずくとも
スイッチは噛みつきそうな顔をして
ドンからポンとコントはんなりと紫紺

きゅういち
稚魚の瞳にいまだに消えぬ同田貫
月光をにぎにぎしたり鏡の子
仏具屋の奥の授乳の子が白目
鬼の子が覗き見よるぞ野火走る
間引かるるおろさる流る暮れ残る
街娼の産み落としたる鰯雲
苗木早や首吊りの日へ延び始む

高槻

茨木

渡辺 隆夫

神奈川

島根

オレオレと働らく息子が一人いる
コンビニのＡＴＭに詰まるこんにゃく
ＡＴＭからゆるり腰巻 婆さんの
バリウムもトイレに詰まる一昼夜
こんにゃく詰まる ところてん詰まらない
皇太子が突き出す午後のところてん
皇太子妃のため渾身のおところてん

金築 雨学

地下街で泳ぐ魚を見て帰る
おとなしい人のお尻が濡れている
大型トラックより楽団が降りる
シャワー全開股間を溢れ出るセカイ
恥ずべきことを恥じずにごはんのお替り
殺し合いだろうか外が騒がしい
辞めてから鋸の目立てをしてくらす
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浪越 靖政
北海道

北海道

次々と刺客 糖質ゼロになるまで
頑張れと言われるパンツのゴムなのに
前立腺と語る きのう今日あした
噴水は下方修正受け入れる
着陸態勢 洗浄液を出る入れ歯
関節みな外す 平行六面体
彼岸までバリアフリーのありがたさ

高橋 蘭

足繁く死者が通ってくる納戸
スプーン曲げの余力で血祭りをあげる
身ぐるみを剥ぎに鳴り物入りが来る
かえらず
不帰の緞子を筵旗にする
靴下の穴が不埒な絵を描いた
広報板 吐気捨てガムは事もなげ
夕焼けの傘へ患うことはない

松原 典子

笑うと痛まないか三角形の放埒
切れ味は鉈にまかせていい筈だ
袋詰めにするおもちゃのテロリスト
一直線のなんと美しい食わせ者
かりんとは思いつきで捩れたか
途中から担いだ国が重すぎる
キミの季節にまみれて猫帰るなり

前田 一石

岡山

玉野

ひんぱんに眼鏡をかえる曇り空
くもの糸五色に光りブランコの着地点
だるまさん転んで止まれない僕の一日
許すなどとは言っていない縄の灰
長いものに巻かれる時の澄んだ音
三人も寄れば海の蒼さが枯れてくる
いそがなければマンホールが湧いている
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前田 ひろえ
玉野

彦根

カナリアを鳴かせて沼を涸れさせる
今日のことカッコで括って抽出しへ
掴まれる藁いっぽんがあればいい
ホップステップどこかに消えたジャンプ
風船が落ち着つ砂漠のど真ん中
クローゼット全開にして流れを変える
ゼンマイを巻き直してからの観覧車

重森 恒雄
鈴虫鳴いて介錯を間違える
誤字も脱字も朝露の水臭さ
ついに蛸入道と遇うバスツアー
子羊の次は牛蒡で欠ける皿
煎餅を小さく割って秋桜
隙間なく詰めて最後の飴の棒
半分も溜らぬ水で足りる壷

丸山

進

瀬戸

市原

雨季乾季反則技の親子丼
次世代を担うトンビに面会す
泣き寝入りする座布団を見届ける
髭ダンスデルタ地帯が笑うまで
豚汁で水平線をおびき寄せ
流星の軌跡ばかりの鯖の腸
職のないト音記号に絡まれる

津田 暹

駅長に就く吾輩は猫である
入社して直ぐ店長になれました
エチゼンでノーベル賞を取ってやる
休耕田からは採れない汚染米
加齢臭同士互いに席を立つ
核の火を消して見つめる蛍の火
薔薇には分かる薔薇の醜悪
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井上 せい子
小春日の螺旋階段ぐれてやる
路面電車の運転手もキツネ
乾電池一個で月を持ち上げる
ライオンの夫婦もお笑いを目指す
乾電池か心を入れ替えて下さい
マンモスのクローン街の裏側で
芯まで赤いりんごあります硝子窓

一戸 涼子
羞らっている懐古談三話
年甲斐がレッスン場を黒く塗る
風除けにする銅像もまないたも
鉤裂きで鯛焼き愛でる蛍光灯
縮小を考えているたまご売り
セロハンの鶴に流れている夕陽
伴走の視線はりつけ恵方まで

松山

北海道

柴田 夕起子

岡山

大阪

捩れると大麻吸いたくなってくる
あなたとわたしだけの起承転結
喧騒の終り静かに傘たたむ
ひりひりと闇夜が軋むコンビナート
サボテンの刺耳底へついてくる
薄氷踏んで強気の形容詞
色を足し数を引いたらボージョレヌーボ

くんじろう

蛸茹でた蛸子持ちの蛸やった
十分も二十分でもモツ煮込み
元々は土曜日からのリンパ節
疑っていませんかねえ秋刀魚
黄の色を着て教室は零下二度
貝印仕掛けちぢれた緋毛氈
ってやんでい檸檬の刺よ白い花
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筒井 祥文
絶景は啄木鳥の音聞きながら
湾曲の図書館通りとおり雨
約款の結び目へ飛ぶ鰯雲
軽やかな木琴の音カルデラ湖
風説が巻き上げてゆく遊歩道
段畠の方位を隠す鴎たち
蜂の巣は破れて鳶は大空に

広瀬 ちえみ
塗り立てと貼られて腹がすいている
死にながらウロウロとする靴売場
ぐうたらを決めこむ弾を抜いておき
起きてみて寝てみてけむりの出し方
ホーホーと百年前の空に帰る
アーアーと泣いてこの世を明るくす
ギフト用リボンをつけて夜がくる

京都

仙台

田中 峰代

京都

京都

刃物屋の刃物が光る時間帯
消えてしまった虹をみているおとうと
貝になった男を知っているそれから
薬屋の薬を裁く赤い月
おとうとの闇の深さへ迷い込む
時計屋の時計が狂いだす絆
今日もおとうと自分の穴を持ち歩く

石田 柊馬

釜めしが行く大空の熱さなり
セクシャルに吊上げられる鉄の棒
新しいビル這いまわる渡り蟹
小指もてビルくすぐれば湯気たてる
夕焼の吐き出す積み木夥し
訃報哉柿の蔕堅し美し
青鷺や硯深々内在して
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畑 美樹
伊那

岡山

一切はねずみの仕業飯を喰う
考える葦 輝いているねずみ
ねずみ語を話す失うものはない
沈まないように舌先を濡らす
ねずみの尾を握ったままこんにちは
ちょうどいい深さの商店街の犬
ねずみにも桃色の舌にもありがとう

石部 明
一列に切手が空を飛ぶ白夜
ガラス瓶ほどのせつなさ首都の日々
剃刀できれいに剃っておく祖国
西国へ向く蝶々の腰づかい
喪の家にまるめて隠す枯木山
見上げればよろける影の偽乱歩
静脈の浮いて地平の果てもなし
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アクア︲ノーツを読む

新同人江口ちかるが言葉への自由で柔軟な接触を示してい

る。また一人、現代川柳の幅を拡張させる新鋭が増えた。日

横澤あや子

ベテランが居るが、江口は、「ボウリョク」「ユーラシアが

求心ゼロの初心者と、昨日始めたばかりで川柳性を体得した

いているのだ。川柳には、数十年のキャリアだけを誇って探

常的な流通言語の象徴性を軽くいなしており、それが板につ
同

肘にとおした」「いばら姫」と、独自の時空を創ってけろり

柊馬

門限があって珍味になりそこねる
同

石田

三丁目のふっくら萩の仕事率
同

異化、本格、ＥＴＣ

舞茸おこわに撃たれるための両の膝

ない。気分がよろしいのだ。

江口ちかる

としている。ワルサが言葉に向かっているのでイヤミになら

つきあたりのしぶとい洞で商い中

川柳がこんな面白味を書くところにまで来た。落ちつくと
ころがあるようで、ちょっと宙に浮き、かといって奔放の感

どようびは南アルプスを搾乳し

同

草地豊子

愉しんでいると、日頃なにげなく凭れている諸々の規範が

もない。地から少しだけ浮くところに句がある。しかも「珍

耳の形が人間だろう家具売り場

味」「仕事率」「舞茸おこわ」「商い中」などの句語の按分

脳みそにすうすう入るひとごろし

同

ちょっと歪んでくる。なぜなら、江口が、認識とは言葉で成

ので直接的な意味は書かれていない。恣意的な異化ではな

缶拾い始める星の王子さま

っているということを熟知しているからだ。

く、現実への横澤の関心が言葉となって引き出されて句とな

わたくしにふれたひとから死ぬみたい 同

が、日常的な現実、明るくも暗くも感じる現代社会の実相を

っているのだ。多くの川柳人が自身の現実認識の異化を書い

感じさせるのだ。現実が感性による言葉で引寄せられている

ているなかで、横澤は意味性より感覚がとらえた言葉を優

量り売りだからボウリョク買ってみる 江口ちかる

が、忘れかけていた〔個性〕という観念を再認識させる。

れぞれ自立している。むろん一切の意味性を無とする極端な

れた右の四句は、具体的な意味を薄める書きかたをもってそ

伝統をかたちづくっている。伝統的な書き方を活かして書か

七七から五七五を得る前句附けに発した川柳性は、川柳の

ユーラシアが肘にとおしたエコバッグ 同

句ではない。草地にも読者にも感覚的に意味性が感じられ

先、滑落の危さを懸命に堪えながら自身の感性に殉じる姿勢

いばら姫を抱きあげているなべつかみ 同
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て、いわば、意味の含有量が個人によって異なる。これまで

カレーライスを監視カメラが見ているぞ 小池正博

の試作だと感じられる。実作による多方向性の探求だろう。

こに無いはず。今号は川柳であることの中間発表、伝統川柳

は「剣道の面に化粧をしてあげる」など主題を表現するテク

意義については何の説明もしなくてよい状況ができた。小池

渡辺隆夫の川柳を筆頭にして、もう、川柳における悪意の

同

の草地の書きかたがこのような面白味に達した。一句がすん

草地豊子

竜巻の方へと鳩を解き放つ

なりとして、作者のちからの掛け方が感じられないところに
落款を捺して男は靄になり
同

句の存在感が感じられて、好感が湧く。
炬燵にはお清め塩と広辞苑
「靄になり」「炬燵」など、読者が句の世界にやわらかく参
方形の空沸沸とミミズ腫れ
同

同

吉澤久良

の潮流に流れているわれわれの心性、実体が見つめられてい

巻の方へと」「解き放つ」も、同じカテゴリーにある。時代

れている日常も、平和の象徴のように言われる「鳩を」「竜

ニックとして度々悪意を書いており、「監視カメラ」に見ら

抽斗に指悶悶と密生す

入できるのが草地の川柳の味だ。

非常口からヲンヲンと魚の列

るのだ。

小池正博

同

「もしもし目の玉が落ちましたよ」と書いた私の初心時代の

荒涼の紅葉林に錆を産む

抱卵の川遼遼と藻の海へ

「沸沸」「悶悶」「ヲンヲン」「遼遼」などの言葉や、その

乱暴を思い出すが、なんと「耳たぶ」は「アシカ池」に落ち

同

が頷かせる。意味性やメッセージ性の書き方に問答体が活用

る、これが現実だ！と唖然とした。現実を異化するちからの

耳たぶがぽとりと落ちるアシカ池

されているのだが、また一歩、吉澤が川柳性に近づいたこと

音とつりあう閉塞感や空虚、不毛、無為などの心的イメージ

にちょっと寂しさを感じる。「ミミズ腫れ」「抽斗に指」

小池正博

強さが、そのまま句の存在感になっているのである。

都心から無理に木魚を運び出す

「魚の列」「藻の海」などのデジャビュが過不足なくピタッ
と決まって、現代川柳として完成度が高い。吉澤は川柳人の

同

「都心から」「向こうで笑う豪雪地帯」。「無理に」外へ

兜率天の向こうで笑う豪雪地帯

れは川柳という芸の習得ではないかと思いつつ、この位置で

「運び出す」「木魚」と、「兜率天の向こう」、仏の世界の

進む道程を僅かな月日で疾走、ここに至った。力作だが、こ
大暴れしてほしいとも思う。だか吉澤本来の奔放な詩性はこ
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外で「笑」って居る「豪雪地帯」の二句は、距離感を書いて

われてゆく。そうなのだ、と思わせてくれるところが樋口の

ある。樋口の句に、世界観や人間性の着実な洞察、深化が現

る句語が、「継ぎ足し」「同じ」「熟れて」「少し」などで

樋口由紀子

現実こそ現代人が考えるべき主題だと思わせている。小池

犬の目は白紙のままの答案用紙

は、異化という手法で世界 人(間 の)現在を焙り出しているの
小池正博

句の見どころである。

カンガルー舎にひきこもる茹卵

同

日常性を舞台にして、ますます認識の深化、ときめきと発

七階の窓から旗を振っている

だ。そこでは
と、無機化された「茹卵」が、哺乳類であり有袋類である
「カンガルー」に「ひきこも」っている。現代に生きている

作家論の場ではないので句の抄出は二句だけにするが「ね

実感のなかでの存在となるのだ。自ら「手を口に押しこんで」

の列車」の「連結」が、「年の瀬」、来年も続くのだという現

ーズアップされることで常にない異状の感へ歪んで、「異臭

北沢 瞳

樋口由紀子

北沢は異化への跳躍に現実感の錘をつけている。「異臭の

ばねばしているおとうとの楽器」「やまもものいのちと過ぎ

「見る」「静寂よ」の、「見る」の一語に迫力がある。北沢は

年の瀬や異臭の車両連結す

同

見の手応えが増している。

目的の駅までお湯を継ぎ足して
同

という意識、その含羞は深い。
裏返るとコインと同じ価値になる

車両連結す」は現実のなかで有り得ることだが、一句にクロ

ていく時間」などの句と、今号の句を合わせて見ると、樋口

自ら世界を異化して「見る」ことができると書いているので

同

ラフランスは熟れてしまった２ＤＫ

同

は川柳を肉体化してそこから、言葉や事象に川柳的ときめき

手を口に押し込んで見る静寂よ

アクセルを少しゆるめて桃色に

を感じて川柳を書いていると思われる。どの句を読んでも句

北沢 瞳

あり、「静寂よ」に、直しがたい現実と生のダルさがある。

お笑いのタレントさんを抱き起こす

語に硬さがないことと、ほとんど日常にある言葉が一句のな
かだけの別の秩序のなかに自立する樋口なりの特色は、樋口

同

ほんの少し、ねじった現実を共有させる句。かつてもいま

よく眠る女の眠れない鸚哥

の繋ぎ役ともいうべき句語に、川柳であることへの樋口の執

も、川柳を共感の文芸とする認識が広い範囲にあり、最近の

のときめきによるからだ。そしてときめきを一句とするとき
着が発動される。つまり断固として手放さぬ意味性を内在す
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内側の穴が走って逃げてった

一本があり一本がある人魚

同

兵頭全郎

くとき、私川柳は袋小路を超えるヒントを得るのではないか。

押し進めている。「タレントさんを抱き起こす」「眠る女の眠

北沢は共感という川柳味を生かして一句が示す時空の共有化を
れない」などの叙法は、古川柳以来の非情や冷淡さの上手な活

同

っている。慣れと象徴性をある程度無視する、または削ぐ操

同

山田ゆみ葉

作を目指すとき、簡単な方法は、言葉と言葉の関係性から慣

邪気無邪気天邪鬼とももずくとも

同

れと象徴性を除くことであり、除く度合いによって言葉の存

スイッチは噛みつきそうな顔をして

平行線のあいだポツポツ水たまり
同

用法だ。「抱き起こす」はタレントさんの芸に捩れるかたちで

垂線を突きつける雲形定規
同

参加する現実。「眠る女の眠れない」という心的分裂。

さかのぼる無理数たちの川遊び

であり、発想が情理にあるからだ。つまり、抒情と、意識や

どの句語は固くても句を堅牢にしていない。句の主題が抒情

行線」「垂線」「雲形定規」「無理数」「ピクトグラム」な

徹底されると句の完成度が高くなり堅牢の感となるが、「平

返りをほとんど放棄しているのである。私的意識の抽象は、

る。読者の共感という、私川柳の作者にとっての、いわば見

った過去がある。山田は私的状況と心性を極度に抽象してい

行り、共感性の交換、そのほとんどの不毛性が飽和状態とな

私的思いの表現は、綴り方的な叙法で現代川柳のなかで流

達したのである。「もずく」が出色だ。

その引き合う力に執着し続けている兵頭の個的感性がここに

る端著とヒントになるかもしれない。言葉と言葉の関係性、

の問題に直面した意義は、川柳の幅と奥行きの現在を突破す

い。七句のステージという認識に立つ兵頭が現代川柳と言葉

味で「一本があり」の句と「スイッチは」の句の違いは大き

ぶつかった。兵頭の抽象力がここに至ったのである。この意

ている創作と句会の違いとか、共感レベルの差などの問題に

はからずも兵頭は、意味性から離れることで現代川柳の抱え

在感を変え、意味性や共感性の嵩、出し入れを操作できる。

流通する日常的な言葉の意味性は、概ね慣れと象徴性でな

むずがゆいピクトグラムから避難

認識の抽象が溶け合う手応えに山田の川柳の個性がある。か

苗木早や首吊りの日へ延び始む

「樹を植える死後に花咲く樹は捨てて」 岩(村憲治 を)思い出
す。三十年ほど前の岩村憲治は私性と境涯から自我を見つ

きゅういち

つて私川柳は日常生活の時空と言語空間を峻別しない位相
で、日常的実感の共有という袋小路に入ってしまった。意識
と認識の極度な抽象、その抒情が山田の思想化に転換してゆ
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込め！の指示に前後を忘れて駈けつける人もある。原因は欲

ったり、もはや色気の抜けた「腰巻」などを出すなど、振り

め、きゅういちは日常的な生にひそむ不吉な予兆を書いている。 世相を象徴する。社会や銀行の内情によって変調、「詰ま」
きゅういち

にまみれてこころに芯のない「こんにゃく」にあるのだ。現

同

代人の「こんにゃく」性を再認識させる渡辺隆夫渾身の？や

月光をにぎにぎしたり鏡の子
「にぎにぎ」「子」は「役人のーー」を曳いておいて、いま

鬼の子が覗き見よるぞ野火走る
も「鏡の子」「鬼の子」は、世界の有り様、それを負わされ

るせない七句である。「バリウム」は下剤を使うことで詰ま

金築雨学

らないはずだが「一昼夜」「詰まる」ご時世。身近に現在の

でかと表装されるべき句。

金築雨学

この句、渡辺の「バリウム」の句と二枚折りの屏風にでか

おとなしい人のお尻が濡れている

危機が露頭している。

る位置に居る。個人の生と世界との関係に生じる社会的な認
きゅういち

識、その情念がイメージ化された句である。
稚魚の瞳にいまだに消えぬ同田貫

居合い、抜き討ちに適する同田貫は、刀剣の美や趣味性を
遠くに置いて、斬るための実戦の具である。「同田貫」は

地下街で泳ぐ魚を見て帰る

「地下街」の存在と現代人のこころの関係を喝破して雨学の

「転轍手斃し地獄を見にはしる」 岩(村憲治 の)句と同質の情
念を書いているのだ。しかし旧い象徴性への親和感を、きゅ
ういちはどのように考えてゆくだろうか。現在の川柳が抱え

川柳眼が冴えている。「魚」を喩と読まなくてもいい。熱帯

魚のケースやウインドが「地下街」にある。「泳ぐ魚」と

渡辺隆夫

オレオレと働く息子が一人いる

ている大きな問題の一つがここにある気がする。

「地下街」を行く人間のアイデンティティの薄さ。「地下

街」の気分を書いて雨学の力量が示された句だ。

金築雨学

同

コンビニのＡＴＭに詰まるこんにゃく 同

同

ＡＴＭからゆるり腰巻 婆さんの

殺し合いだろうか外が騒がしい

同

シャワー全開股間を溢れ出るセカイ

バリウムもトイレに詰まる一昼夜

失職の危機感が日々に増えている。身をもって危機を感じ

同

「騒がし」さを感じて即「殺し合いだろうか」と思う現在の

辞めてから鋸の目立てをしてくらす

より親のふところなども見えて、殊勝にか愁傷にか「オレオ

我々。有無を言わせぬ断定、そして、読者の共感性が一般的

ているのは「息子」の世代。米の経済政策の失策を糾弾する
レ」 振(り込めサギ？ の)仕事に向かっていく。「ＡＴＭ」は
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であるとき、雨学のレトリックがもっともよく活きることを

とにかく渡辺隆夫と少し違う作者の位置に、浪越が居る。う

高橋 蘭

れしいことだ。

スプーン曲げの余力で血祭りをあげる 同

足繁く死者が通ってくる納戸

ものがたる三句だ。「シャワー」を浴びる姿態は「セカイ」

身ぐるみを剥ぎに鳴り物入りが来る

中で同じだ。かつてマンガに「全国的に朝アー」という吹き
出しが有ったことを思い出すが、「セカイ」という認識の無

同

為、思わぬところで孤独感や寂寥を浴びる人間のこころ。そ

高橋は現実状況に見てこのようにイメージ化している。「納

浪越が書いた現代の生、身体にまつわる虚無感や非情を、

戸」も「血祭り」も「身ぐるみ剥ぎに」も、同時代を生きる

浪越靖政

次々と刺客 糖質ゼロになるまで

者に内在するデジャビュである。かつて、社会的な酷薄非情

の反動を「辞めてから」の「目立て」と読んでいいだろう。

同

頑張れと言われるパンツのゴムなのに 同

浪越の句の、作者の位置に注目した。「長靴の中で一匹蚊

する。いやはや、存在の示し方のない世界では、「スプーン

い。非個性の社会で、個人は自身の損得だけを連帯の目安に

を尊重する思想があったが、いまは連帯への呼び掛けがな

前立腺と語る きのう今日あした

が暮し」「けなげにも家主の犬を噛んできた」「院長があか

曲げの余力」という見事な喩の上に立って、「血祭りをあげ

に対して被害者意識や連帯感が働いた。そこに個々人の個性

ん言うてる独逸語で」「狸より短い寿命とはさみし」などの

る」というまぼろしを見るよりないのである。そのまぼろし

同

須崎豆秋の位置の取り方と同じだろうかという興味が湧く。

が具現化する要素だけは、無目的で焦点の無い、殺るのは誰

噴水は下方修正受け入れる

単純に身体的なあれこれを七句に並べたと読まれるだろう

でもよかったという暴虐によって覚醒させられる現実状況で

松原典子

が、七句をまとめて読むと、日常的現在、その中の生、現代

同

に生きる一般的な人間が在り、何処の誰という特定性が無い

切れ味は鉈にまかせていい筈だ

ある。浪越と高橋は川柳ならではという書き方をもって現代

袋詰めにするおもちゃのテロリスト

の実相を書いた。

書かれたとも感じられる。三十年も前なら、個性の無い川柳

同

ことをもって個々の読者にしみ込んでくるものがある。そし

と批判されたはずの書き方が、アイデンティティーも個性も

一直線のなんと美しい食わせ者

て現代社会の中の身体という、川柳にとって大きなテーマが

無い我々の現在をしらじらと照射してやまないではないか。
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今号の松原典子の七句は、書くべき対象と松原のあいだに

くる人間のこころの不思議を発見したのだ。

性を離れて浮き上がって来るのだ。「澄んだ音」が聞こえて

で、状況「曇り空」、心理の動き「澄んだ音」、などが訴求

え」たり「長いものに巻かれる」感情を客体化しているの

は川柳に横行した価値観を横に置いて「ひんぱんに眼鏡をか

新しい距離感が出来たと感じさせる。書くという行為から感

前田一石

同

情の表現を離して、言語空間を独立させようとしながら、ま

同

キミの季節にまみれて猫帰るなり

だ書き方を模索中のような、妙な新しさと馴染みのなさがあ

許すなどとは言っていない縄の灰

原因と結果、その過程とその後。終わってしまったことが

三人も寄れば海の蒼さが枯れてくる

こころのなかで終わらない。何時まで経っても具体的であり

る。「鉈」「袋詰め」「食わせ者」「キミの季節」などの句
日常とか居住空間などから川柳眼のコンパスが世界へ広がっ

続ける事実の重みを抱えながらの生。「海の蒼さが枯れてく

語は松原にとって新しい距離感で得た新しい視線と感じられ、
て、言葉との付き合い方に自由感が増している。なお、「一

る」に軽く肩をすくめるような味がある。前田の川柳は客体

ゼンマイを巻き直してからの観覧車

前田ひろえ

化してとぼけが決まるとき極上の味を出す。

直線」という言葉に佐藤紅緑の少年小説があったことを合わ
松原典子

せると、「美しい食わせ者」が一段と冴えて感じられる。
途中から担いだ国が重すぎる

この句は「途中から担いだ」と「国が重すぎる」が、川柳

ホップステップどこかに消えたジャンプ 同

「巻き直してからの」の「の」が面白い。これが無ければ読

的な問答体であり、松原にとっての新しいリベラルなところ
から「途中から担いだ」が斡旋されたと思われる。地に足の

があったのか、さほどのことでもなかったか、それとも「観

み流される句だが、「の」で、はたして「巻き直し」の効力
前田一石

「ゼンマイ」は中空の密室でどのように変化するのだろうな

ひんぱんに眼鏡をかえる曇り空

ついた適確な叙法が新しい方面で活きている。

どと豊かになる。そのまま「ホップステップ」の次の「ジャ

覧車」の宙吊りの感が予測通りだったか？「巻き直し」た

眼が内側に向いた佳作だ。川柳には自分の思いを書きなさ

ンプ」にならなかったのかもしれない。

同

いというセンセイの教えがあって、良く書けました、これで

長いものに巻かれる時の澄んだ音

読者の共感を得ますとの価値観があった。いや、いまもある

今日のことカッコで括って抽出しへ

前田ひろえ

が、そこで書かれる感情の綴り方が川柳を貧弱にする。前田
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「カッコ」という扱い、「抽出し」という弾力。

職のないト音記号に絡まれる

同

ボなことになる。そして俳句の歴史にある《写生》が川柳に

いつい句語に喩を探したり、一句全体が喩であるかなどとヤ

うにおちついた主意と叙法に途惑いの生じることがある。つ

川柳は止まったのだと思われる。右の三句などは現在の「現

でもあるのだが、「近代のおもいを加えた」のところで本格

という言葉は、そのときそのときでもあるのだから只今現在

らしめようというもの」との招介もある。もちろん「現代」

り、『川柳総合大事典』 雄(山閣 ２００８年刊 に)「伝統を
現代的なセンスでとらえ直し、近代のおもいを加えた文芸た

本格川柳という用語は昭和五 １(９３０ 年)から言われてお

無かったことに思い至る。さらに、もののあわれなどの、こ

代的センス」で書かれている。本誌は文学性のみに拘るもの

重森恒雄

の国の美に関する伝統的な思想や意識から離れた川柳の位置

ではないので、発行人石部明はいつも、現在に立つ本格川柳

煎餅を小さく割って秋桜

を思う。「川柳にアルカイズムは不要」と言った河野春三の

の佳作を求めている。この意味で丸山の今号の川柳は、かつ

これまで世俗の文芸であり続けた川柳から見れば、このよ

剣幕を思い出すが、重森流の川柳味は安直なナルシシズムへ

て本格川柳を提唱した結社より現在の本格川柳である。「ト

流れることなく、心性を客体化している。
重森恒雄

ンビに面会」「座布団を見届け」「ト音記号に絡まれ」など

ついに蛸入道と遇うバスツアー

とかくバスツアーは疲れる。「蛸入道と遇」って苦笑した

津田 暹

の作中主体の位置の取り方は、本格派の常套とする懐かしい

同

川柳の味が生きた書き方だ。

駅長に就く吾輩は猫である

同

あと、帰途のバスで居睡ることになる。「ついに」と、重森

入社して直ぐ店長になれました

同

はいまの世の中の「ツアー」そのものを苦笑している。

エチゼンでノーベル賞を取ってやる

重森恒雄

加齢臭同士互いに席を立つ

隙間なく詰めて最後の飴の棒

だ。「飴の棒」など日ごろなら買わないようなものも「棒」

渡されたレジ袋に詰め放題という商法が流行っているそう
状なら「最後」に押し込める。眼に見える現実が世相のメタ
丸山 進

書き方、作者の位置の取り方や作中主体の書き方などに、ま

の叙法は即吟に活かせるすぐれものだ。そして笑わす川柳の

テレビに「駅長に」なった「猫」が映っている。本格川柳

次世代を担うトンビに面会す

同

ファーになる。
泣き寝入りする座布団を見届ける
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だまだ可能性がある。今号の津田の句はこれを証明、本誌は

な飛躍で、よじれる書きかたが実感を出している。

ン」と、井上らしい句語の斡旋が「街の裏側で」に収束して、

時代のいかがわしさに迫っている句。「マンモス」「クロー

井上せい子

よき後進に届くことを願うとともに、津田暹や、渡辺隆夫、

見事にフィクションと現実の境の曖昧さを感じさせている。

マンモスのクローン街の裏側で

今号の丸山進らの書き方が川柳性の一端を濃厚に含むもので

本格派から遠いと感じられているようだが、よき本格川柳が

あることを喧伝したいものだ。川柳は文学性追求のみにあら
向にのみ自己硬直化すると、他の方向の句を読めなくなった

除け」にする。具体性は全部読者に預けて、充分に一句にし

リックな「銅像も」プライベートな「まないた」も並列、「風

「銅像もまないたも」と飛ぶ豪快さが一戸の持ち味で、パブ

一戸涼子

り、排除の言動を振りまく。川柳は濃厚な柔軟性を持つ文芸

ているところが一戸らしいたのしさだ。だが次の句は、一戸

風除けにする銅像もまないたも

だ。川柳の広さや笑わせる川柳を無視したり排除したりする

流の鷹揚さ、拘りの無さがわからない句としたのではないか。

ず。だからといって、文学性であれ大衆性であれ、一つの方

と川柳が痩せる。武玉川や末摘花が無ければ、古川柳は幅の

一戸涼子
井上せい子

で感傷的な情景だと思ったが、なんだか腑に落ちない。

いている部屋で「鯛焼き」を「愛でる」と読んでみた。孤独

一応「鉤裂き」をこころのそれと読んで、「蛍光灯」のつ

鉤裂きで鯛焼き愛でる蛍光灯

狭い存在になっていたはずである。「互いに席を立つ」苦笑
を書こうとしても、常に川柳眼を持っていないと「加齢臭同

同

士」とはなかなか書けないだろう。
小春日の螺旋階段ぐれてやる

柴田夕起子

路面電車の運転手もキツネ

同

この三句は大掴みされた気分が書かれているが、柴田は表

捩れると大麻吸いたくなってくる

同

現を極端に抽象化している。いや、柴田個人の、抽象した句

あなたとわたしだけの起承転結

ライオンの夫婦もお笑いを目指す

屋外の「螺旋階段」と感じた。その上がり降りの感覚、ま
飛躍した。であれば「小春日」は春昼かとも思うが、秋から

語の価値、執着が、痛覚のように、有無を言わせぬ張り詰め

同

冬へ向かうところに「ぐれてやる」との寒いドラマが立ち上

薄氷踏んで強気の形容詞

がるとも思う。「運転手も」「ライオンの夫婦も」の「も」

た感で迫ってくる。

たはそれを見ている感じが「ぐれてやる」へ、小さく適確に

が、読者を世相へ、社会観へ連れていく。問答体ながら小さ
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ひりひりと闇夜が軋むコンビナート

喧騒の終り静かに傘たたむ
同

柴田夕起子

「コンビナート」という句語が、作中主体のこころを占める
巨大な存在の喩だろう。こころを占める巨大ななにごとかは

そこでは世間の平穏と人情が最上位にあって、「モツ煮込

み」で充分だと言う気風がある。これに向かって「手拭ては

たいてぜげんこしをかけ」 柳(多留 「)夫婦喧嘩の真ン中へ不
足税」 西(田当百 「)出征の門標があってがらんどうの小店」

鶴(彬 な)どを示しての批判が容易いことをくんじろうは心得
ているが、これを無視して成るくんじろう世界だ。この意味

「喧騒の終り」となって「静かに」「傘たたむ」。それは

で、エンターティメントであり、エンターティメントはいつ

くんじろう

筒井祥文

「秋刀魚」が「疑って」いる世界の総て、と感じられる。

疑っていませんかねえ秋刀魚

っとも南側の居心地のよいところに居る。求む、思想の深化！

も、開き直る位相でのみ存在できるのだ。くんじろうは、も

「あなたとわたしだけの起承転結」という経過を辿って、い
柴田夕起子

ま「ひりひりと闇夜が軋」んでいるのである。
サボテンの刺耳底へついてくる

一連の経過、痛みと愛惜の混ざる「サボテンの刺」。なん
ともゴツゴツする表現の七句。一読、再読、愛着感とどまら
ぬ岩石のような感動がある。

絶景は啄木鳥の音聞きながら

上の価値とする世の中であれば、ひどい社会でも肩を寄せ合

の実体験や実感から出るべくして出るおもいやりや人情を最

句に、譲ることのできない旧い思想がある。日常の生、そ

同

筒井祥文

常識だが、筒井はうがちよりも、世界 人(間 の)構造を書こう

柳の伝統であり、そこに優れたうがちの視線が生じることは

ための音だ。句は現実の重層性を表現している。問答体は川

世、現実がある。「啄木鳥の音」は、生あるものの生きんが

眼と耳が別のものを知覚しているが、両者が在って、現

って生きられるという、言って見れば一心太助の視線から成

湾曲の図書館通りとおり雨

として重層性の表現に向かっている。

同

くんじろう

るような大衆的で明るい思想である。そこでは「茹でた蛸が」

約款の結び目へ飛ぶ鰯雲

同

「子持」であったことに動く感情があるのだ。あかひげや鬼

軽やかな木琴の音カルデラ湖

蛸茹でた蛸子持ちの蛸やった

平や、あるいは文七元結の世界を五七五で展開できないかと

ってやんでい檸檬の刺よ白い花

の意気が、くんじろうの川柳を律しているのかもしれない。

同
くんじろう

段畠の方位を隠す鴎たち
十分も二十分でもモツ煮込み
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たしかに「軽やかな木琴の音」に「カルデラ湖」の像が呼

貝になった男を知っているそれから

同

続いているというより一貫しているという方が当たってい

同

るのだが、田中の川柳は情緒が言葉となった時にさっさと作

時計屋の時計が狂いだす絆

でなっている。しかし筒井は、腑分けした現実の表現を、象

者が引き上げる。情緒が現実であれ架空であれ、同じだ。

び起される。そして七句は、このような象徴性を備える句語
徴性をもって共感につなげるほどヤワではないはずだ。独創

の「それから」、「時計が狂いだす」などの句語と「時間

の批判は無い。「おとうと」の「消えてしまった虹」、「男」

いているからだ。しかし「おとうと」「男」「絆」について

句が読者の足を寸時止めさせる。句語に作者の実感が貼り付

的な視線と表現の膂力を具えているはずなのだが。筒井は、
広瀬ちえみ

「刃物が光る時間帯」という情緒を示せばそれでよいとする

塗り立てと貼られて腹がすいてくる

現実と自身との狭間を主題にし始めているのだろう。
外見が変わっても、質は変わらない。その質はまだまだ現
世に在りつづけて「腹がすいてくる」という慨嘆になる。
広瀬ちえみ

帯」という句語は同じところにあって作者の情緒に従順であ

死にながらウロウロとする靴売場

「死にながらウロウロとする」は、近年の広瀬の川柳で出色

畑 美樹

り、意思や批判などにならずに、情緒にとどまるだけであ

同

る。田中の句は、本音をポケットのなかで握っていると感じ

一切はねずみの仕業飯を喰う

同

の視線だ。生きながら死んでいる感覚は否定し難い。カタカ

考える葦 輝いているねずみ

ナの使用も適確。しかし「靴売場」は予定調和というより落
広瀬ちえみ

ねずみ語を話す失うものはない

「仕業」の句語は「ねずみ」にヤラレタという感じで、ほろ

同

させるのだが、いつも、主題との距離を保って堅牢である。

ホーホーと百年前の空に帰る

広瀬ちえみ

ねずみの尾を握ったままこんにちは

しどころそのもの。作者が作者に共感したか。
文句無しの佳作。作者が作者に憑依している。『広瀬ちえ

起きてみて寝てみてけむりの出し方

み集』 セ(レクション柳人１４ 邑書林 か)ら見て、この、上
昇を待っていたちえみフアンは少なくないはずだ。

苦い。「ねずみ」は人間と人間が持つ欲望に重なるからだ。

ねずみは至るところで歯を研がねば生きてゆけない。欲望に

田中峰代

刃物屋の刃物が光る時間帯

生きるときにも「考える葦」、知力をふるって利を得、「ね

生き方の洞察。広瀬にとって新しい叙法だ。
消えてしまった虹をみているおとうと 同
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ずみ語」を「話」して、それにつながる「尾を握ったまま」

はこのようなイメージを描かせている。「白夜」の「空を飛

「首都の日々」という象徴語に説明された「せつな」い思考

ぶ」「切手」は「一列」に整列して端整、近代を経て現代に

至ったこの「白夜」の現実の超え方であるのだろう。それを

畑 美樹

知るために、享けるために

ねずみにも桃色の舌にもありがとう

であれば、日々の営み、世界の構造に居ることができる。
「桃色の舌」は誰もが持っている。畑が書く「ねずみ」とい

石部 明

う響きには、人間、とりわけ現代人の有り様と重なる嫌悪と

剃刀できれいに剃っておく祖国

の「犬」が見ている。「ねずみ」、の人間より、「ちょうど

ヒリズムを背にして、やさしいこころとしか言えないこのよ

人間の創造力への信頼が書かれていると読んだ。そして、ニ

一対として、世界の無為、ニヒリズムを背に貼付けながら、

と読んだ。勝手な読みに、石部は苦笑するだろうが、三句を

いい深さ」に、大きな利を思わず、人間性を交し合って生き

うなロマン、非現実が言葉となっているのだ。

畑 美樹

る「商店街」。少しの余剰と親しみを感じさせて生きている

ちょうどいい深さの商店街の犬

親愛の情が出入りする。そんな「ねずみ」、人間を

「犬」。畑は、米国に始まった経済の失政、欲望の落し穴を

見上げればよろける影の偽乱歩

喪の家にまるめて隠す枯木山

西国へ向く蝶々の腰づかい

同

同

同

石部 明

に説明されている。これまでの川柳、社会性川柳などは、こ

このようにあるのだと、情理の焦点が、その歯がゆさととも

に至らないが、その、無為に帰す感慨の根、求める思想の肌

である。私達は目前の現実を越える新しい思想を求めてそれ

のではないか。「偽乱歩」は現代を生きる人間であり石部明

やさしさのみがこれほど書かれた川柳はいままで無かった

石部 明

静脈の浮いて地平の果てもなし

の、現実状況を説明する位相で訴求性やメッセージ性に向か

ガラス瓶ほどのせつなさ首都の日々

「ガラス瓶ほどのせつなさ」という句語は、抒情ではあるが

見ている。

現実を説明する感が強い。「首都の日々」が思考対象として

ったが、この句は説明に止められていることで、現在の、現

触りの位置に、やさしさという感情を据えられている。
石部 明

実の虚位を揺曳させている。この「せつなさ」とは、何が思
考されてのことなのか。
一列に切手が空を飛ぶ白夜
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石部明選

横 澤 あや 子

平賀胤壽

榊陽子

八戸

湖南

川西

芦屋駅にはペリカンをふりかける
体液はハローワークで干涸らびる
ふくらはぎあたりでよそ見してしまう
西岸と妻はあぶのうございます
にわとりのとなりで聞いているレシピ
天井の目と目が合わぬようにする

そこそこの棒を起こして大枯野
御覧あれ母の胡坐を深海魚
紅葉はお仕舞い瓦斯の元コック
白猫と黒猫がいる鼻濁音
眼をかっと開き机上の丸い石
柏手を打つ いちがつを整える

香草が休んでいるうち夜逃げする
聞き飽きた感情線を寒ざらし
寄せ鍋の意志たしかめる七回忌
突然変異の枝が出てくる反省会
タコヤキのすき間を緩め種あかし
編み台に細長い野とアミダクジ
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き ゅう いち
かもめかもめ姉と千葉から来ましたの
御一緒にどうぞと石が配られる
婆様のブラジャー以来フラメンコ
もう全て見えそうなのだ葉鶏頭
鼻風邪の虹を煎じる翁かな
しかしもう歯が一本も無いのです

江 口 ちかる

いわ さ き 楊 子
美しい十一月の蚊を逃す
半島に立つとき星の王子さま
私事ですが大安の日に休みます
直線を歪めて丸をこしらえる
らしきものならべて茶の間できあがる
お返しの呼子の烏賊の反り返り

金目鯛のひとみへ下ろす縄梯子
満月やぱりんと割れる山羊の角
廃屋にゆび入れてみるぬくくなる
喉元をすぎる籐椅子青くじら
あわだった椅子に抱かれ椅子になる
血液の鋳型模型に足入れる

茨木

熊本

東京

夢路より帰れば星のオークション
食べ放題老い放題の料理店
よく切れる刃物を握る夕仕度
口笛を吹いて呼びこむれすとらん
カメキチに会える気がする水曜日
改訂版妖怪辞典ラ・フランス

待ち合わせブランコすぐに眠くなる
ただそこに座って七色唐辛子
ＰＴＡ会長さんの顎の傷
やりたいことやってはいないビブラート
寒菊の膝に重石をもうひとつ

男には見えぬ薄絹干している

すいれんと書いてしばらく水に浮く
羊歯の葉の裏に隠れていて遅刻
父の老い時雨は冬の季語ならん
摺り足で近づく金華山織の椅子
手の先に爪 手の先に深い夜
秋ふかく水はことばを待っている

峯裕見子

北沢瞳

吉松澄子

大津

枚方

松山
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姉は身売りのように嫁がされ
姉は暴力亭主を殺すかも知れぬ
泣く姉を僕は強く深く抱いた
姉の流産 僕たちの子だったか
姉の不幸は数えきれない
蚯蚓鳴く縄文様の縄のれん
自画像の黄味も白身も抜け落ちる
またがって無花果ジャムにする舞台
酒樽の底に勅語と喉仏
滴のくびれるところ牛を飼え
交差点ゴムの長さは目一杯
滝壺に落ちる声かな薊かな
春日向道に金具は並べられ
再会に屋根裏からの蓄音機
金柑に走り書きするオンソワカ
ひとひらのレンズを持って反抗期
この件はレンズ待ちです飛ばします
焦点にたかる見習い天使たち
その欠けた脚を詠ってあげましょう
位相差は２π双子のソーダ水

渡辺隆夫

岡山

京都

京都

神奈川

環

富 山 や よい

保田悠詩

鉱物が届く時間の船着場
ことさらに健気な風化した異本
にじり寄る晩年ボタン外すたび
小半日ゆるゆる支流また支流
一瞬の居眠りでした鍋の縁
煙突の階数表示がぼやけ出す

もう一人遺体を片付けねばならぬ
焚き火してモノの哀れを取り戻す
水喧嘩いつも女に負けている
些細なことで空缶は転がった
秋鯖をスットン切りにして愉快

天深くうまし男ののどぼとけ
ひと粒の麦もブドウも哲学者
四輪車月から戻ってきたところ
誤解をす鮟鱇に羽はありません
ポョポョと埴輪が何か言っている

火の匂う辞書を埋める底の国
蛇は樹は燐キラキラと焼夷弾
月光はキリキリ 焼けて果てる文字
燃える髪炎える眸を水鏡
爆ぜる街歩きつづけるピノッキオ
遺書畳む紙飛行機は浮いたまま

中川一

進藤一車

金築雨学

山 田 ゆみ葉

箕面

札幌

島根

京都
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理不尽に倒れる石の収集家
手相見が川を一本追加せり
二日ほど待てば石榴の割れる家
紅葉せぬ鏡の裏へ行ってみる
干潟から先に喪服の試着室
両耳を塞いで走る深夜バス
わたくしを掬う大小のスプーン
みんないる場所から禁じ手の匂い
書庫を出る背骨に真水編みこんで
ありがとうと言ってガンジス川になる
暗証番号今なら鳥になれますよ
のど仏電池が残りわずかです
バラードの裾野カメレオンの夜
りんご売りの声も発光ダイオード
国歌斉唱白衣の人と老人と
千年の後もわたしはかいつぶり
裏山もアキレス腱も蔵のなか
謄本のすき間へ卵産みつける
ハバネラに真昼の靴下など脱いで
雨の真似して入口に立っている

草地豊子

井 上 しのぶ

井 上 せい子

西 村 みなみ

津山

大阪

松山

倉敷

獣死ぬ臭い襖の向こう側
変なこと始めた魚に眉がない
根腐れは民族楽器蛇の目傘
日本製えんじぇるはみなお歯黒で

爆肉のいずれ劣らぬ塩加減

迷走が続く冬日のトコロテン
妹に続いて姉も出奔す
白バラとコスモス程の間柄
中間のハンドバックにある威嚇
転がって木の実のひとつ有頂天

三ページ先では雪が降っている
逃げ込んだ穴の中から見える穴
もう一度言います僕は魚です
消えてゆくように言いたいことがある
夜という私の中がどっと来る

岩根彰子

く んじろう

滋賀

京都

大阪

東京

徳永政二

矢島玖美子
たま
黄昏の市 「機関銃の弾丸あります」
電柱の上の男と見つめ合う
味方かと思っていたら石だった
立ち止まらないでください腐るから
立ち飲み屋の客のひとりになりすます
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松原典子

田中節子

丸山進

前田芙巳代

青青と咲けば暴徒たらんとす
人を産むまるで離陸するように
誰でもよかったと仮縫いされる白日夢
知らず知らず鏡の中の通行人
檸檬ころころ転がる刻を諳じる
白紙の回答ペタペタ通るスリッパ
老人点在なりやまぬオルゴール
末枯れのひまわり誰も居りませぬ
未明 ガラスの百合が雫する
静寂を聴くカマンベールの夜明け
人生の誤差の範囲にピロリ菌
ピラミッド帰りの婆が泣き止まぬ
深く息吸って家族の頭吐く
酒癖の悪さを競う四季桜
立冬の雲が辞表を持ってくる
影法師すこしずらせば楽になる
腹話術ボタンの穴をふさがれる
立冬のぬくさ仮面を脱ぎはじめる
いつかは痛む傷 雪が近くなる
飢えがはじまる哀しみを閉じこめる

岡山

神戸

瀬戸

姫路

ずり落ちた夕陽と血圧を測る
生き死にの際へかけこむ語呂合わせ
退行や藁人形は藁になる
後のない梯子を昇る宙返り
申告のぶれブランコはとまれない

源氏絵をなぞる自画像むらさきに
念入りに痩身を焼くいわし雲
大甕が地ひびき自虐の打擲音
安定剤効くころ包丁正常位
傲慢な老醜担保の一つとす

手に桃を握らせておく遠い夜
可哀相な人の背に乗っかっている
花火見ている下位チーム下位打線
何色が好きかを知ってからの棒
一年を終らせているショートゴロ

公園のバナナと踊る謝肉祭
チョコレートダンスに飽きたえのきだけ
お相撲の後ろに続くよもぎパン
夜明け前アリの足跡追っている
花柄のペンギンにするレストラン

岡崎一也

彦根

岡山

北海道

重森恒雄

茨木

高橋蘭

森茂俊
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形骸化された水溶きかたくり粉
晦日や誰のものでもない月夜
うずくまる晴天在りし日のアリス
さらさらさら私零れる耳の裏
王様の耳捨ててあるレベル４

蟹口和枝

江尻容子

京都

岡山

玉野

加古川

前田一石

関本久子

ばらばらにテーブル囲む一チーム
体内へ毎晩水をつめる音
病巣へつめこむ空のありったけ
近道のつもりが月の山に出る
浮きそうで手当たりしだい身にまとう
自己主張したいと悩む貝ボタン
飛ぶために鳥の手解きうけている
年金で跳んでみようか走ろうか
まっすぐにのばした紐がまた絡む
息とめて生の捨て場所考える
海からの風よ時間を歩いている
後頭部にいつもマンガを詰めている
行間は魚群探知機作動させ
風呂敷で包む話しは飽きている
そして母とたらい回しで殺された

バスタオル一枚だけのおつき合い
時々は舞台の袖を見て欲しい
玉葱の苗百本を数えてる
バラックの建物に置くシクラメン
どっぷりと師走の顔で買うコロッケ

とり敢えず風が出たので折りたたむ
階段の下の話が横たわる
脇腹をつつくお隣のトナリ
王様に抉じ開けられたカキの殻
人脈のひとつに蹴躓くタマゴ

やわらかい水から生えてくる記憶
改訂のたびに右傾化する海馬
芋茎の皮が恥ずかしそうに剥け
肥っては生きていけない渡り鳥
逃げていく自分を追いかける自分

コンビニを泳ぎ疲れている鯨
宅配で届ける明日の空模様
家系図の五代前まで尿検査
ももいろのテープで明日を塞がれる
水色に夜空を塗って年を越す

東 おさ む

津田暹

畑佳余子

柴田夕起子

岡山

市原

岡山

岡山
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玉野

相模原

青森

北海道

前 田 ひろえ
景気不景気バーコードが溜っていく渚
ケンケンパここから先はブラックホール
少年の渚はジャズでいっぱい
信号待ちの間に影がいなくなる
渚から立ち上がってくる積乱雲

瀧正治

滋野さち

宗村政己
お尻きれいにして待ち合わせ時間
夜干しする湿った心月の青
キャットフードをさささっと食べて寝る
性器の匂い嗅ぎに来る猫かもね
猫真中にいて弾んでる会話
ご一緒しましょうと霊柩車を寄せる
給付金だって にぎりっ屁だって
満月のヘソはとっても笑い上戸
愛咬や小犬の鼻が濡れている
さくらさくら散っておしまい誣告罪に
シーツに描いた僕を物干し台に干す
花びらの螺子を弛める花言葉
ひび割れを来す心のガスタンク
筍の影から逃げる竹の節
恥の実がたわわに刈り取りを迫る

箱ひとつ紐一本を引き摺って
手の平の川の逆流秋木立
常識を横切る旗を靡かせて
さざ波と決めて視点の置き所
城壁の苔から苔へ鬨の声

どんどん人が消える自分も消える
毎朝痛む形状記憶の頭
辻褄の合わない坂を下りていく
木っ端微塵の空の修復の夜
超党派でんでん虫に囲まれて

遠近法でこころの悩み訴える
たが
こころの違う友に距離おく深海魚
一説もなせずにかじる青レモン
ひと肌を脱ぐ渋柿のたなごころ
神の子なら不満のあろう筈がない

泣き寝入りした児は神のような顔
恥ずかしい話に笑う村娘
誰だ「山」 儂だ「川」 おゝよし通れ
神・仏水道水を信じます
菠薐草を束ねる後期高齢者

藤成操江

東京

岡山

岡山

加古川

やまもとじろう

斉藤幸男

山口流木
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小野善江
香川

加古郡

堺

福岡

瀬川瑞紀

柴田美都

植田眞佐美

「Ｒ」ぼたん押しつつ釣瓶落とし
合わせ鏡が空を横切る十二月
ジャコメッティの群れ笑わない怒らない
ゆっくりと石にもどれる無縁仏
恋果ててダイヤのキング左向き
年金は胡坐かくにも枯尾花
細胞の白い所は秋になる
赤トンボになれる力はあるつもり
私と生身の秋はくい違う
鳴戸巻き真直ぐゆけば非常口
蒟蒻のしどろもどろはおとこだな
泣くために一日空ける日曜日
掬っても掬いきれないざらざらざら
闇夜ですキレイなワタシ手に入れる
満月下アワダチソウを一抱え
私って美人キリンに問うてみる
首振って脳天の位置かたむける
ポンと膝叩いただけで天に着く
隣国の言葉に誘われないことだ
声低い分だけ獲得量ふやす

陳列棚仏法僧が鳴いている
針千本大僧正におわす前世
駄馬の脱臼たらいまわしになった
便器に蓋をミンクのコートをふわり
年末雑踏しわがれ声と寄り添って

電卓の上男舞い女舞い
けものは森に帰ることを忘れる
にんげんのにおいしないのではないか
短篇私小説を書いていますか
たましいを抜きにかゝる冗舌の潮

宝物の貂のミイラと鹿の首
音楽を降らせ賽銭はずみます
静止画の公孫樹並木を巻き戻せ
外道がこける白い満月
浮草です裁判員は拒否します

矢吹雅男

山本美枝

東京

岡山

岡山

久留米

竹 内 ヤス子

馬 場 ゆう こ
掌に不定愁訴の川がある
枯葉の快楽わたくしの手のひらで
ノックなどせずに入ってくる明日
宥めても妥協はしない地平線
ＣＤ―ＲＯＭの挫折に誰も気付かない

33

尻尾だけ見せて女の花ひつぎ
サイダーの瓶に小さな恋がうく
寝言から本音がばれるカメレオン
隙だらけな男をみせる爪ようじ
百才を迎えるメニュー決めてある
道の駅宝捜しでこんでいる
行きますかみにくい下界夢さげて
完ぺきに書き下ろしたが味がない
つるし柿いろんな謎を秘めている
石段で出会った猫に花が咲き
掌の内に余る時間へ木を植える
春雷は遠くに置いて昼寝だな
くちなわに合い鍵渡す春の宵
老獪に生きているのはくちなわだ
晩節の図表さざれて瑠璃暮色
掛持ちの釦を使う労働者
興味津津あれこれ入れて鍋料理
年金で生かされている金魚鉢
操られ真っ直ぐ立っている案山子
今更の思いが積もる床磨く

牧田浩子

島津美智子

岡山

相生

島田

加古川

川路泰山

目野昭子

頃安邦雄

北 詰 と し子

ふゆ のゆ ふ

安藤映

たつの

高砂

愛知

愛知

ポケットでなぜかガサガサ言っている
距離感がつかめない私のひたい
かごめの輪には入りたくない入れない
いい子ちゃんだからずんずん沈みます

破れ枕雪の便りがそこかしこ
温かき男の胸マイヤー毛布
足を挫き肩をいためて夢に遊ぶ
所持金は十円ただ眠る
どうでもいいときに出てくる切手

情報のとびかうなかに座りこむ
千言の底にかくれた黒い雲
片親の意地が行く手を狭くする
呼び水になってやろうか自動ドア

カーナビに牛耳られてる主体性
街の角缶コーヒーの缶ひとつ
ターミナル塗り変えられた月曜日
朴訥な道に迷った道標
ケセラセラ泰山木の葉はあおい
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四面に「門」のボタンがひとつずつ
真夜中の冷蔵庫からリクエスト
息つぎの口の形でメモを取る
蝙蝠の寝言と菊の起きる声
踏みはずした空がおゆうぎしているよ
大漁でしたよねと毛布を叩く
条約を明るく結ぶカンガルー
気管支のあたりで転ぶ偽学長
束帯を着て色悪の研究家
靭帯を切ってココアが好きになる
左手は右手をつかむ風の国
重くれはやめておこうねごんぎつね
嘲りの意志烈烈と団子虫
とつとつ
透明な死児訥訥と吐く虚空
あざなえる蛇惻惻と融けあって
流域に骨白白と幾千の朝
白鳥の白深深と土に帰す
残り香や紐細細とヨモツヒラサカ

大阪

高槻

小池正博

京都

兵頭全郎

吉澤久良

空っぽのズボンを吊るす祝賀会
晩餐のとうに卵を産まぬ椅子
冴える夜のジャズ横丁のスルメイカ
烏丸へどさっと落ちた鯛のアラ
街頭へ引っぱり出せば蛸の脚
飼い猫の江戸の敵と言ったヒゲ

筒井祥文

京都
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ウィンド︲ノーツを読む

跳んでみようか走ろうか

石部

榊陽子

明

「芦屋駅」をつまみだし、「ペリカンをふりかける」という

ことばを得たとき、かるい興奮を覚えたのではないだろう

か。「芦屋」という場所が持つ瀟洒なイメージ。その駅ビル

に、空から無数の「ペリカンをふりかける」という発想は実

に楽しい。ラッシュアワーの改札をペリカンたちが、まるで

殺到するようにすり抜けてゆく光景と見ても、その興奮が読

芦屋駅にはペリカンをふりかける

み手、少なくとも私には伝わってくる。

榊陽子

大辞林には「人の発する音声のまとまりで、その社会に認

同

ことばとはなにか。

ふくらはぎあたりでよそ見してしまう

世界が騙し絵のように見えてくる一瞬がないだろうか。目

天井の目と目が合わぬようにする

を凝らすと「ふくらはぎ」らしからぬものと化す「ふくらは

められた意味を持っているもの。感情や思想が、音声または
かに表現するかということを考えるとき、伝えるために決め

文字によって表現されたもの。言語。」とある。しかし、い
られた意味や常識をなぞっても、そこに新しい世界は生まれ

まれそうになる不安。「ふくらはぎ」から、ふと「よそ見を

ぎ」。天井が目をあらわす瞬間。騙し絵の構図の中にとりこ

俳人・堀本吟さんからいただいた詩誌『びーぐる』創刊号

てこない。

る「私」のざらついた関係。そのせつなさも淋しさもどこか

してしまう私」。また「天井の目」と「目が合わぬようにす

さらりとした質感を持っているのは、それが榊陽子の精神の

る私」。目を伏せる「私」と、それらの「私」を認識してい

「わたしたちはいつも与えられた眼鏡、仕組まれた窓を通

に、詩人・北川透氏の高校生向けに書かれたという一文が掲

してしか世界を見ていない。しかし、小説や詩を書くという

持ち方なのかも知れない。

載されていた。一部を抜粋する。

ことは、そういう眼鏡や窓を通して見ていた世界がとつぜ

しかしもう歯が一本もないのです

御一緒にどうぞと石が配られる

かもめかもめ姉と千葉から来ましたの

同

同

きゅういち

ん、信用できなくなる。そこで世界を素手で触ろうとする。
たとえば、何が入っているか分らない箱の中に、目隠しされ

「姉と千葉から来ましたの」「御一緒にどうぞ」誰もがよ

た状態で手を突っ込むようなものである。」
榊陽子は、何が入っているか分らないことばの箱の中から
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く似たフレーズを幾度となく耳にしているのではないか。あ

本もないのです」とけらけら笑う口元に、日常の中にひそむ

って彼の句が常識的だというのではない。むしろ、常識の世

ないために、ことさらな解釈は不要とも思える。だからとい

「すいれん」になりすまして浮かんでいたとしても、やあと

が誰かに似ていると思うことがある。ふとその中に誰かが

てさまざまな表情を浮かべる「すいれん」は、葉の一枚一枚

池というよりも沼に近い水面を葉が覆い、初夏の光を受け

峯裕見子

暗黒がナマの形で姿を見せる。

界を根底から覆そうとするのが彼の手法であり、彼の感覚の

声をかけて通りすぎるだろう。作者にとってこれはささやか

すいれんと書いてしばらく水に浮く

るいは三句目の「ないのです」と、話しことばが作り出す日
常の断片。きゅういちの句はすべて日常語であり、むつかし

底に沈めていることばへの、関心のふかさにドキリとさせら

な自己劇化。即物的に現実のおかしさを捉える、いつもの裕

同

れることがしばしばある。たとえば、千葉からどこへ来たの

見子作品とはひと味違う「すいれん」と「水」の取り合わせ

秋ふかく水はことばを待っている

か。何のためなのか、その意識的にはずされた主体は読み手

い詩語や多義性を含んだ観念語や、曖昧な隠喩は使われてい

に預けられるのだが、それだけで、平易なことばと叙述のや

した感じは、かえって凶事の兆しを感じさせもする。「御一

まるっこいひらがなのフォルム、愛唱性もありながらまのび

め」と思うのは深読みだろうか。「かもめかもめ」とどれも

感を思い起こさせながら、肩をかわすような「かもめかも

しゃがみこみ、ゆっくりとまわる人の輪の中に置かれた不安

め」は「かごめかごめ」を連想させる。目をきつくつむって

駆使するかに重きを置いている感がある。素材となりうるこ

はなく、ことばを自分の中にどう取れいれるか、道具として

ただ、最近のやよい作品はことばに何かを託そうとするので

薊であった・・という、作者を置き去りにした仮想を許せ。

てゆくなにか。そして、飛沫をあげ浮上してきたのは一輪の

近い、あるいは呪文のような声を引き連れて、滝壷へ落下し

が泡のように揺らぐ空気のかたまりとなって、小さく悲鳴に

スローモーションカメラで捉えた映像のように、そこだけ

富山やよい

に新鮮な手触りがある。

緒にどうぞ」と、町内会か趣味の会のような他愛ない、しか

滝壷に落ちる声かな薊かな

さしさが、実は世界を裏側から覗いたような不気味な衝撃を

し無表情で寡黙な光景の中で、攻撃のための礫か、神にひれ

とばを見つけ出す嗅覚を持っているのだが、ことばとの関係

もたらせていることに、読み手はふと気づく。「かもめかも

伏す儀式の石か「石が配られる」のだ。「しかしもう歯が一
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金築雨学

生活の対象としての自然に、人間が自分の肉体を持って直

些細なことで空缶は転がった

言葉は、生を刻印するように沈められる。

うのは淡々とした諦観であろうか。ある予兆を潜ませて、内

富山やよい

向し屈折する言葉の光。生のたたずまいのように精錬された
同

に多少のジレンマがはじまっているように思えて仕方がな
春日向道に金具は並べられ

い。
再会に屋根裏からの蓄音機

接に働きかけるという、もっとも素朴で風土性の強い労働

同

ふりそそいでいることだろう。そこへ何者によって並べられ

と、実質的には少しも違わない行動として川柳がある。それ

焚き火してモノの哀れを取り戻す

た、微細な、錠やら取っ手やらの金具たち。呪術なのか、行

などはいいと思った。「春日向道」というおおらかさ。陽も

進でも始まるのか。えもいわれぬおかしみがある。また「再

が雨学作品の特質であろう。

決して特殊な状況ではない、日常茶飯の繰り返しの中か

会」といっても、「屋根裏」からの「蓄音機」を介してのこ
と。そのずれがおもしろい。

ノの哀れ」を鋭く嗅ぎ分ける。生きるということは不条理の

分に同化する。空き地や、仕事場の焚き火を囲みながら「モ

ら、ある寓意性をこめて、些細なことで転がる「空缶」を自

今回の悠詩作品は川柳を意識しすぎたのか、やや低調とみ

積みかさねだとする、雨学の視点で切り取られた世界は、鉈

保田悠詩

たが、この一句は世界を向うに廻して、一歩も引かぬ強さで

位相差は２π双子のソーダ水

屹立している。「位相差」とは二つの振動または波動の位相

る部分が大きい。そのうえに私たちの生活が成り立っている

現代社会は「暗証番号」や「パスワード」に支配されてい

井上せい子

の一閃にも似て太くて熱い。

変数」だそうだ。悠詩作品にも、きゅういちとは違うかたち

という背景がまずあって、「今なら鳥になれますよ」とささ

暗証番号今なら鳥になれますよ

の差で、角度に相当する量で示すらしい。では「位相」とは
何かというと「振動や波動のような周期的現象において、あ

の、ことばに寄せるふかい関心がある。「位相差」「２π」

やく悪意が生きてくる。あるいは「電池が残りわずかです」

同

という数学あるいは物理学からの硬質なことばに「双子」

も、携帯電話を想起すれば私たちに共通する弱点をついてく

のど仏電池が残りわずかです

「ソーダ水」という耳になじんだ、べたつかない詩情を持つ

る時刻・ある場所で、振動の過程がどの段階にあるかを示す

ことばをとりあわせる。「双子のようで違うソーダ水」とい
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ずかです」という声に怯えなければならなくなるということ

から、やがて声帯へ、さらに身体のすべてが「電池が残りわ

る。それが身体の一部にまで侵食してくる怖さは「のど仏」

ームだと、たとえ希望的観測であったとしても、作者は信じ

して、あるいは変事の時には必ず心を一つにして戦える一チ

会の、最小単位の一チームなのだ。社会に向けて、国家に対

に心はばらばらだという。だが、作者が言うように家族は社

漠とした場でしかなくなった。たとえ一同に会しても、すで

ているにちがいない。

か。自分の中に作ったことばの秩序を一度壊してみると、さ
田中節子

らに新しい世界が見えてくるかもしれない。
同

関本久子

老人点在なりやまぬオルゴール

飛ぶために鳥の手解きうけている

末枯れのひまわり誰も居りませぬ

同

本誌誕生から七年。創刊からの熱心な投句者であった作者

同

は、ことばをきっちりと相手に伝えなければならない律儀さ

年金で跳んでみようか走ろうか

い若者たちに、辞を低くしながら生きていかねばならないの

からか、目立たない片隅の居心地のよさに馴れすぎたのか、

まっすぐにのばした紐がまた絡む

だろう。混みあい、列をなしながら、老人たちは孤独に閉じ

平凡であることに自ら満足していたようなところがあった。

後期高齢者などということばが、それも国家の主導によっ

こもる。だが作者の言う「鳴りやまぬオルゴール」は悲鳴な

しかし、今回の作品は違う。日常の表面を捉えていた視線

て社会に定着した嫌な国は、老人で混みあう銭湯のような国

のだろうか、生の希望なのだろうか。「末枯れのひまわり」

が、自分の内部に移動し、自分の意志がはっきりと一句のう

同

が老人たちを残酷に浮き彫りにする。しかし末枯れであって

えに現れた。「鳥の手解きうけている」「のばした紐がまた

息とめて生の捨て場所考える

も誰も居らずともひまわりにはひまわりの自負があるのかも

になってしまった。老人大国として、尊敬さえしょうとしな

しれぬ。
子育て、団欒など、本来機能しなければならない家族の本

論、いきなりの飛躍を期待しては重荷になるだろう。ぼつぼ

「生の捨て場所考える」は、まだまだ先のことでいい。勿

「年金で跳んでみようか走ろうか」の開き直りの爽快さ。

絡む」は今までになかった表現だが、何と言っても傑作は

質が変化し、崩壊が始まったのはいつの頃からであったか。

江尻容子

団欒の象徴であった茶の間は、生活様式の変化によって失わ

ついこうね。

ばらばらにテーブル囲む一チーム

れ、ただ一つの拠りどころとなった食卓も、荒野のように索
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兵頭全郎

号を迎える本誌の課題吟の選を依頼され、

パー

セント＝「四分の一」を題とした。具体的な数字に思わ

第

れるかもしれないが、例えば４

井上早苗
山本美枝

の別の石ともとれ

の石の四分の一なら、

滋野さち

割るバラバラ

四分の一砂糖ですか毒ですか
一心同体
おぼろぎん

四分音符は悲しい歌を唄えない
岩根彰子

瀬川瑞紀

という言葉に必然性のない句が多く見られた。

ある。その分、四分の一の説明に追われたり、四分の一

るように、主体が何かによって変化する実体のない数で

四分の一のハニートースト有頂天

縛られてしまったのは残念だった。それだけに抜句数の

課題抜きに句を読んだとき、普通なら推敲されるべき

少なさはご容赦いただきたい。

部分がなおざりにされたものは選外とした。また、同想

進藤一車

草地豊子

草地豊子

四分の一になるまで叩きなさい

川路泰山

四分の一は三島を踏んだらせん階段

植田眞佐美

四分の一になるまでぎゅ～とする（没句）

四分の一になるまで叩きなさい

四分の三は蝙蝠バネ秤

川路泰山

美女を四分割する昼寝

四分の一で下駄はく茹で卵

胸底の四分の一は動物園

金築雨学

であっても句が立っているものは頂いた。課題からの様々

美女を四分割する昼寝

畑佳余子

失礼ながら、抜句と没句を並べた。「叩きなさい」は

女の姿態四分の一に分けましょう（没句）

なイメージの発展を期待していたが、思った以上に題に

四分の一の襖の絵を貰う

平賀胤壽

他者への指示で《何（誰）を》叩くと《どうなるか》と

榊陽子

じゃアと言って四分の一の枯野

高橋こう子

いう興味を抱かせるが「ぎゅ～とする」という動きには

草地豊子

四分の一が沸騰しています

高橋こう子
重森恒雄

それがない。また、同じく指示的な「分けましょう」の

川路泰山

草地豊子

見ていなければ四分の一ずつ減る

馬場ゆうこ

でわたしは煮崩れる
25

第一クウォーターの石は浮いている

糖度

四半分の空口は堅い職業

四分の一は無口な月夜茸

血統にあらず夢見る朧銀

kg

kg

四分の一なら遠吠えなどしない

やまもとじろう

その石自体を四分割した一つとも１

25

前田芙巳代

25

まごころを四つに分けて冬に入る

四分の一まで鶴になるところ

選と評

課題吟「四分の一」
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句では「女の姿態」としたことで単なる行動となった。
一方「美女」の句では同じ行動が「昼寝」によって分割
されるという不可思議さが面白い。思い浮かんだアイデ

でわたしは煮崩れる

は邪道だろうか。
糖度

～

とはかな

馬場ゆうこ

度なので、

りの甘さ。崩れたコンポート（果物の砂糖煮）のような

一般的な果物の糖度が約

が、その際いかに読まれること（選者ではなく読者に）

らないからではないか。それ程この「わたし」は薄い。

読者や作者あるいは第三者の「わたし」のどれにも重な

この句が何を？と言われると正直困るのは「わたし」が
この句もそうだが、《何が》減るのかという《余白》

見ていなければ四分の一ずつ減る

別の言葉が「わたし」をより表わすこともあると思う。

ゲームの序盤、勝負の流れをどちらが先に掴むかとい

第一クウォーターの石は浮いている

重森恒雄

気もするが、四度見落とせば無くなるような《何か》が

う緊張感を「石は浮いている」がうまく表現している。

の緊迫感や熱狂に浮かされているのか。表記上「ウ」は

量感は充分に表われている。あるいは石そのものが序盤

「石」には常套を感じなくもないが、選手の硬さとか重

不要だと思うが、「ウォーター～浮いている」の言葉遊

うに違いない。

業務上の守秘義務を背負った者の視野には四分の一の

四半分の空口は堅い職業

びだとしたら蛇足だろう（深読みしすぎだろうが）。

練乳に膝まで浸かる首都前夜

《拙吟》

空だけが、あるいは背後の空が四分の一か、と想像力を

高橋こう子

目の前にあるとしたら、きっと「見ていなければ」と思

作者自身はほとんど何も示していないので手練のような

の取り方が十七音の句にそれ以上の広がりを持たせる。

高橋こう子

ものを「わたし」に重ねた、といったところか。さて、

アを言葉に変換する作業が作句の楽しみの一つだと思う

15

を意識するかが作品としての分岐点になろう。

10

くすぐってくれた一句。「四半分」が「死半分」を連想
させているか。ただ定型性が皆無なので、実は良くない
句なのかもしれない。最初「空口」ってどんな職業？と
思ったが、もしこれがお堅い仕事だったら…という想像

次号課題は「客」金築雨学選です。

41

25

25

言葉の波間

29

40

25

海幸・山幸の話は、釣り針が見つかり、めでたし、めでた

しという単純なものではなかった。釣り針を探して、綿津見
本棚に何がしかの父親の残した本がある。その中に茶色く
の神の宮殿に行った山幸は、神の娘と結婚するも、やがて釣
変色した表紙のとれた「古事記」がある。以前からこの本が
ひめ
り針を携えて地上に帰る。後を追って豊玉昆売は山幸の子を
気になっていた。
ひめ
生みにやってくる。生むところを絶対に見ないでという昆売
というのは、私は今に至るまで「古事記」をきちんと読ん
ひめ
との約束を山幸は破ってしまう。昆売は大わに鮫だった。と
だことがない。因幡の白兎・八俣の大蛇・海幸彦山幸彦など
いうところで話はまた展開してゆく。
のはなしが「古事記」から材を得たものだというくらいの知
おおなむじ
大穴牟逢は大国主神（命）の別名、大国主神は数えきれな
識しかない。
いほど別名を持った神だった。
明治 年、 歳の若さでこの世を去った画
かがし
山田の案山子は歩くことは出来ないが、天下
家青木繁は、私の町と隣接する久留米市の出
男
性
だ
っ
た
な
ん
て
くえびこ
のことを知悉した久延毘古という神だった。戦
身である。青木の最高傑作といわれる「海の
松永 千秋
時中盛んに使われていた―撃ちてし止まむ―と
幸」や「わだつみのいろこの宮」などの作品
いう語は、神武天皇の東征の際の軍を鼓舞する
が久留米市営の石橋美術館に展示されている。
ための〝久米歌〟の一部であった…。
「古事記」の海幸・山幸を題材にした「わだつみのいろこ
とよたまひめ
中でも私の中の大発見は「わだつみのいろこの宮」の絵
の宮」は山彦の海の神の娘、豊玉毘売の出会いの場面で、樹
ひめ
の、樹上の女性が、実は山幸。すなわち男性だったというこ
上に腰を下ろした美しい女性と毘売と侍女の三人が描かれて
と。
いる。解説によるとこの作品は明治 年、 歳の青木が並々
恥ずかしいことに、理由もなく、ずーっと女性だと思って
ならぬ自信をもって勧業博覧会の絵画展に出展したものの、
おりました。私は今まで一体何を見ていたのだろう。
結果は三位。青木は大変な落胆振りだったという。
古事記は「皇室の神話」といわれていて、あまり興味がも
さて、前述した「古事記」であるが、二た月程前から少し
てなかったが、読んでみたら面白い。まだ半分も進んでいな
ずつ読みはじめた。といっても原典の漢文は読めるはずもな
いがこれから先が楽しみだ。
く、眺めているばかりで、訳文を読むのだが。
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抽斗に指悶悶と密生す

吉澤久良

大橋一弘

写真家

小特集 ︱ バックストロークの現在位置 ︱

展開になるだろうか。

雑誌に発表された川柳作品はそのまま消えてゆくのがおおか

ただが、句集という形でテクスト化することによって、さらに

一 文学運動としての現代川柳

大会では、各句集の読みをパネラーが試み、また本誌でも句集

の店頭に並ぶ形で句集が流通した意味は大きい。その発刊記念

「セレクション歌人」「セレクション俳人」と同じように書店

七年目の海へ

読み継がれてゆく可能性をもっている。「セレクション柳人」

一つの雑誌が発行され続けて七年目に入ろうとしている。

正博

「人生のことは七年くらいをまとまりとしてやっていくのがよ

の読みを継続して掲載している。雑誌発行 活(字 と)イベントの
連動はとても重要なことである。雑誌が発行されればそれでお

小池

いようだ」と島崎藤村は言ったそうだが、七年は確かに中途半

終いではなくて、発行された雑誌を使ってさらに川柳を活性化

邑(書林 は)本誌が直接関与したわけではないが、何人かの同人
が参加し、本誌を初出とする作品もけっこう収録されている。

端な時間ではない。年に四冊ずつ、すでに二十四冊のバックナ

させたい人々が本誌には集まっている。

その中で浮かび上がってきたテーマが「読み」の問題であ

ンバーが私達の目の前にある。各号ごとに同人・会員が投句を

る。実作と読みとは車の両輪とはよく言われることだが、短詩

続け、その集積が形となって残っているのである。
続けること、それ自体が一種の価値であるとも言えるが、本

川柳界が閉鎖的であるうちはそれでもいいかも知れないが、短

誌は発行自体が自己目的であるような川柳誌ではない。雑誌の

詩型の他ジャンルと交流する際にはそれでは通用しない。説明

型文学の場合、批評軽視、実作重視の気分が強い。川柳でも選

すでに、本誌の発行以前から、発行人の石部明はバックスト

は批評という考え方であって、選評があまり発達しなかった。

ローク川柳大会を考えていたらしい。それは「シンポジウム＋

責任が生じるのである。そういう弱点を克服するために、「１

発行を中核として、それと連動するかたちで川柳の新しい動き

句会」という形式で実現した。京都での「悪意」、東京での

を生み出してきたからである。

「軽薄」、仙台での「虚」といったテーマで現代川柳の行方を

＋１の会」 小(池正博・樋口由紀子 、)「柳色」 く(んじろう な)
どの「読みの会」が活動している。

語り合った。今秋に開催が予定されている大阪ではどのような
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さらに、石部明の地元岡山では、「バックストローク岡山大

生きる庶民の哀歓、不正な社会に対する批判、懸命に生きる

しているわけでもないが、現代川柳の活性化を望む気持ちはベ

ろう。同人各自の川柳観は一様ではなく、ひとつの方向を目指

による緩やかなネットワークを形成しつつあることが分かるだ

こうして見てくると、本誌が全国に点在する同人・会員たち

沌として、何が正しいかも曖昧な世界の中で、川柳を書く絶対

知れず、「いつまでもオモチャの子ではいて呉れず」 雀(郎 と)
いうような古典的な子供はもう見当たらない。現実の情況は混

う」 水(府 と)いうような家庭は火宅となって崩壊しているかも

も成立しにくくなっている。「ぬぎすててうちが一番よいとい

し、現在の日本社会で、共感と普遍性に基づいた書き方はとて

人々への共感など川柳が得意としてきた表現領域は広い。しか

ースにあるはずである。ささやかではあっても現代川柳はひと

的な定点などどこを探してもありそうもない。伝統と革新とい

会」「岡山句会」がスタートしている。

つの文学運動なのであり、雑誌・句集などの活字媒体と句会・

金築雨学 １(号 )

大会などのイベントとを連動させながら、短詩型文学における

殴る棒握り具合を確かめる

う対立軸もすでに無効となっているのである。そんな中で本誌

弁当を砂漠へ取りに行ったまま

の同人たちは当然多様なスタンスをとる。

句集→アンソロジー」という流れと、読者・評者側の「読み→

筒井祥文 １(号 )
楢崎進弘 １(号 )

川柳の存在感をアピールしつつある。そこにはテクストと座の

句評→批評」との相互刺激によって川柳はさらに活性化してい

コスモスや犬に寝技をかけてしまう

文芸を統一する可能性があるかも知れず、実作者側の「雑誌→

くだろう。

概観してみたい。石田柊馬は毎号丁寧な読みを繰り広げている

この六年間の作品を同人雑詠欄「アクア・ノーツ」について

の作品を石田柊馬は「未解決性」ととらえている。砂漠へ行っ

てくる。「砂漠」は喩ではなく現実の砂漠であろう。筒井祥文

る「私」の体感を書くことによって、「世界」が浮かびあがっ

のか、なぜ殴るのかを説明するのではなく、握り具合を確かめ

追い詰められてブラジャーの真似をする
丸山進 ３(号 )
「殴る棒」の握り具合を確かめるという状況がある。誰を殴る

が、読みの集積によって作品は新たな光を当てられる。作品は

てからどうなったのかを表現しようとしていないのだ。犬に寝

二 解体する世界の中で何を書くか

発表されて終わるのではなく、読まれることによって生まれ変

技をかける「私」がある。それは奇談ではない。追いつめられ

わるのであり、生成・発展していくのである。
川柳を私たちはどのようなスタンスで書くのだろう。市井に
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てブラジャーに変身することもあるが、これが笑えなくなった
これらの作品には主語がない。省略されている主語は「私」

らおしまいであろう。

川柳において「私」と「他者」と「世界」をどうとらえるか。

その書き方は一様ではなく、多彩なアプローチの仕方をとるだ

ろう。それぞれの資質と川柳観に立脚した模索が続いている。

るのだ。けれども、世界が解体しているときに目の前の日常を

対象を見つけ、日常の手触りをあくまで手放さない書き方もあ

を私達はいつも持っているわけではない。日常世界に詠むべき

を中心とした座の文芸として発達してきたので、作品という考

い、平易か難解かとは別の次元の話である。川柳は大会・句会

していないものは淘汰されていくのだ。それは分かる分からな

クストにならないものとに分かれていく。テクストとして自律

「読み」のふるいにかけたときに、テクストになるものとテ

三 テクストから作者へ

書いても、それが現代を生きる人の心にどこまで届くだろう

え方はあまりなかった。

毎日の生活は続いているから、世界が綻びているという実感

だろう。けれども、それはどのような「私」なのだろうか。

か。表現の可能性を求めて川柳に「私性」「詩性」が導入され

さくらさくらこの世は眠くなるところ 松永千秋 ７(号 )

る。表現内実は「私」の深化へ向かったり、他者との関係性に

こぼすのは産まれなかった言葉たち

古俣麻子 ９(号 )
一戸涼子 (号 )

前田一石 (号 )
横澤あや子 (号 )

井上せい子 (号 )
田中博造 (号 )

浪越靖政 (号 )
古谷恭一 (号 )

17 14 13 13 12 11 10 10

全身に蜜が入っている頃ね
広瀬ちえみ (号 )
作品の中で一人称で語っている人物と作者とを混同してはな

白菊の時刻へ白菊をあるく

生き方をいうなら一引く三である

切羽詰ったら塩昆布があまい

王様は多臓器不全オニヤンマ

忘却というもの鰓もその一つ

羽化をする途中で声がでてしまう

両腕はたっぷり砂糖漬けにして

向かったりする。「社会性」そのものを書く川柳は少ないが、

柴田夕起子 ６(号 )
田中峰代 ６(号 )

前田ひろえ ３(号 )
渡辺隆夫 ６(号 )

清水かおり １(号 )
山本三香子 ２(号 )
畑美樹 ２(号 )

渡辺隆夫・松本仁などが気を吐いている。
蝶のかたちして半身水を抜く

手探りでビスマスを塗る青い部屋
二等辺三角形になってみる
朝刊コトリ地球がいま動く
厳かな死顔もできる介護犬
体内のどこを押してもヒキコモリ
二月雨水蜂蜜が透きとおる

白藤海 ８(号 )
松本仁 (号 )
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いっぽんのポプラがあれば空広し
男根を一刀にする紫苑かな

13

う。現代川柳における「私」は虚構の私ではなく、ナマの私で

した生物的な私と、言葉によって表現された私とがあるだろ

らない。「私性」というときの「私」には、母から生まれ成長

ているのだ。

たところで、強力な磁場を発する「作者」こそ川柳に期待され

者」の問題は再び復活してくるだろう。独我論をはるかに越え

も、テクストの自律性を潜り抜けたあと、川柳において「作

者の伝記的境涯性が作品の根拠であっては困るのだ。けれど

おおぜいで夏の鏡を突き抜ける

21 17 15

て、いっせいに泳ぎだそうではないか。

拓の表現領域はまだまだ残されている。七年目の海に向かっ

ろに可能性がある。現代川柳は過渡の時代にあり、川柳の未開

行の周囲にさまざまな波やうねりを及ぼしつつ進んでいくとこ

進もうとしている。同人・会員・読者諸氏といっしょに雑誌発

ど、課題は山積しているが、本誌は、ささやかながら更に前へ

存在は心強い。評論の充実やより多彩な論点・企画の必要性な

を同じ川柳誌において共有しながら書き続けている仲間たちの

かせない。たとえ表現領域や書き方が異なっていても、同時代

柳が書けるはずもないから、川柳を書き続けるための環境が欠

なぜこの場所にいるのだろうか。机の前の孤独な作業だけで川

地の果てにある抽斗を持ってこい
石部 明 (号 )
川柳を書き続けていくためには「場」が必要である。自分は

行きましょう顎のある木の顎撫でに

樋口由紀子 (号 )
石田柊馬 (号 )

あることが多い。「私」とは何か、「私」の深化は常に問われ

松原未湖 (号 )
重森恒雄 (号 )

北沢瞳 (号 )
兵頭全郎 (号 )

津田暹 (号 )
松原典子 (号 )

くんじろう (号 )
小池正博 (号 )

草地豊子 (号 )

なければならない。
前頭葉に詰め放題のみかん
ご陽気なことでピンクの紙石鹸
蟹味噌を舐めて時間の牙を抜く
夕張の月もメロンも四角なり
捨て猫の今日を覗きにいく今日も
東尋坊の先端にある蕎麦枕
水面をゆがむ光と河童文学
海を折り畳む記憶のあるうちに
海だったところに眠る生みの親
夢十夜 落市落座 不在の胃
カーテンの裏ぎっしりと犬ふぐり

吉澤久良 (号 )
高橋蘭 (号 )
山田ゆみ葉 (号 )

トとして自律している作品へと川柳は変貌してゆくだろう。作

て自律していない作品、座において消えてゆく作品からテクス

物語の終焉」も知らないよというわけにはいかない。言葉とし

秋の蚊を殺める名乗ることもなく
きゅういち (号 )
現代に生きる文芸としての川柳は、「作者の死」も「大きな

へらへらと戻す全てのバルブかな

24 24 24 22 22 21 20 19 18 18 18 16 14
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万キロ㎡で「諏訪湖」の胃に比べますと「琵

などは胃そのもの、「琵琶湖」は６７０万キロ㎡、「諏
訪湖」は

コンビニ等の出現で眠らぬ街の喩

性的に舌を使っている白夜

世界に対してＮＯと言えない

開脚の姿勢のままの青芒

独立国とは名ばかり

ランドセル背負う死の国生の国

一連の拉致問題に対する母国の不在

鳥籠に鳥なく母は午睡せり

弱腰外交によるチベット化の不安

チベットへ行く美しく髪を結い

前述の通り

琵琶湖などもってのほかと却下する

対象物「日本」で読みのはじまり、はじまり。

と い う こ と で す 。今 の 日 本 を 指 し 示 す も の と 強 引 に 判 断、

もってのほかと怒っています。「飽食はもってのほか」

琶湖」の胃は『飽食』と映ります。句は「琵琶湖」など

13

柳人が読むセレクション柳人
きゅういち

明氏「馬の胴体」の件、読んで

『石部明集』より「馬の胴体」を読む

前略Ｑさん

先日、お尋ねの石部

みましたので報告いたします。詳細はのちほどとしまし
てまずは読みから。

句、抽象的な句ばかりですが、とりあ

【共通の対象物探し】
「馬の胴体」

つらつらと読んでゆきますと、「琵琶湖」「諏訪湖」

えず意味をつけてみます。
と韻を踏んだ２句が、意味ありげに最初と最後に配置さ
れています。２句をからめて読みますと、どうも湖が胃
のように思えます。「琵琶湖」など列島の中央にあり形
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14

観光、イベント化した参詣

舐めてみる出雲大社の塩加減
曲馬団とはおおげさな百日紅
自衛隊への揶揄

では、説明がしやすいんで「鳥籠」の句を例に進めま

と思てください。
す。

この句の主人公は誰でしょう？そう鳥の飼い主ですよ

～３歳、女の子としましょ。ある日学校か

ら 戻 っ て み る と か わ い が っ て い る 鳥 が い な い 、 「 ピ ッ ピ、

ね、年齢は

箱物行政という負の遺産

空家から鳥が出てゆく後日談

そこで「お母さ～ん、ピッピおらへ～ん、お母さ～ん」

何処行った～ん」ですわ、家中探してもみつからない、

行き過ぎた健康ブームへの批判

安で焦りでいるところに持ってきて、昼間からお母さん

母の元へ行くと「うっわ～寝てるし～」です。心配で不

思いやり予算に代表される育ての母（アメリカ）

寝てるんですわ、腹立つやら情けないやら、とこんな場

業（ごう）、性（さが）ともとれるが【大衆】の

き ま す わ 、 ま し て 「 鳥 籠 」 か ら い な く な る っ ち ゅ う ん は、

牛や豚やったら売られた話になるし、犬や猫なら戻って

面が句に見えるでしょ、これ「鳥」やからええんです。

なかに燻ぶる怒り

俯瞰するかたちでこの場面を見てるんですわ、ここが大

ではこのとき、作者は何処にいるでしょう？そうです

てる思います。 コ
｢ト を
｣ 喩で表現してはるんです。ピッ
ピはしらんけど。

浮かびますやん、他の句もだいたいこんな感じで書かれ

人為的なもんも臭いますやん、わかるでしょ、「拉致」

とまあこんな具合ですが、ここまでは本題への補助線

少し昔の暮らしへの回顧

諏訪湖とは昨日の夕御飯である

日本そのもの

死んでいる馬の胴体青芒

体臭は消すに消せない稲光

のヒモ化

ぐるぐるとかつての母を紐にする

間違って僧のひとりを食う始末

12
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ると見えた青芒が、実は、胴体そのものから生えている

置に変わるんです。このとき胴体を囲むように生えてい

まで来たとき俯瞰の高さがぐっと上がって全体を見る位

目線がずーっと続いてるんですわ、そして「死んでいる」

事です、「チベット」から「ぐるぐる」までこの作者の

ものを、意識の深い部分に下ろした針に、引っ掛かって

や「怒り」、「エロス」や「タナトス」といった曖昧な

こうとしているものは「不安」や「喪失感」、「批判」

くしてしもうたかもしれません。僕が思うに、作者が書

句もありますし、解釈をしたつもりが、本当の句意を狭

の言葉のバランスがうまく取れた場合は句が立っていま

くる言葉で画を描く、ということ、こういう作業を経た

そして「諏訪湖」がエピローグとして書かれてある。

す。このとき作者にも答は必ずある筈なんですが、読み

のがわかる、想像してください、日本全土が青芒だけに

と、ここへ到って「琵琶湖」へ引き戻されるんです、「あ

手側にも、それとはまた違った答が浮かんでくるんです

句は、所謂「難解」という表現をされますが、一句の中

ー「琵琶湖」はプロローグやったんや～」ですわ、「琵

ね、作者と読み手の意識の底にある、画に対するニュア

なっているんです、めちゃ怖いでしょ、おー怖。

琶湖」って意味重複してますやん、けど強調するためと

ンスの違いとでも言いますか、どこかで通底するものだ
思います。

けを、手渡そうとして句を書いてはるっちゅうことやと

思います、わざとですわ。
こうして見てみるとこれは『屏風絵』か『絵巻』にな
っているように感じます。句集の頭へこの「馬の胴体」

もんはそうでない、っちゅうことで報告は終わりです。

どう読んでもおもろいもんはおもろいし、そうでない

え言葉があります。

を 置 い た ん も 、 時 代 の 背 景 を 書 く 必 要 が あ っ た ん で す わ。 「 不 在 の 解 読 は 読 み 手 に 委 ね ら れ る 」 っ ち ゅ う か っ こ え
ちゅうことで一応の読みは終わりですが、ここまでの読
みは僕の一方的な解釈なわけで、実は、テーマを「学校」
や「家庭」としてもけっこう読み取ることができるんで

51

す。
内容を、あまり決め付けて読んでしまわん方が、良い

Ｑ’
拝

四

詩性川柳の実質

４( )社会性川柳
２

展望

石田

柊馬

かさなりを想いつつ、あやめもつかぬ、という言葉を思っ

た。視線のおよばぬ闇、真っ暗なところが「あやめむらさ

き」になっている。恋多き絵かきの冥途は「あやめむらさ

き」であり、古今集「あやめもつかぬ恋」に今も血道をあげ

ている「ピカソ」を、「半裸なれ」という。死んでいるピカ

ソをこのように書くことは何を意味しているか。何も意味し

ていないことで、この句は、現世、世俗の価値を露ひとつと

どめずに立っている。冥途のピカソを「半裸」「なれ」と確

定している。俗世からすれば意味のないことが言葉になって

いる面妖さ。流通する規矩、コンパスにあわぬ歪みを書いた

る。それ自体ちょっと世俗離れしているが、ピカソという名

一句が存在しているのだ。ピカソの半裸の写真は知られてい

が異状を押し通している。世俗の眼には、自身も作品も歪ま

句集『アナモルフォーズ』 竹(中宏 ２００３年ふらん
す堂刊 を)読み返している。竹中さんは京大俳句を経て中村
草田男の門に入り、現在「翔臨」編集兼発行人。すばらしい

せ続けた二十世紀最大の絵かきが、いまも冥途の「あやめむ

ここまで思ったとき、バックストロークｉｎ京都で、川柳

らさき」に「半裸」で居る。

における「悪意」についてのシンポジュームを思い出した

竹中 宏

俳句満載の句集である。
あやめむらさき死んだピカソも半裸なれ
白桃や驛のはづれの大柳

が、この句に悪意はない。悪意もまた俗世間のことであり、

つゆじもや自體重たき臺秤
天の川狭き函より流れ出で

この句に存在しない。

りふ ち しゅう

球型タンク頂上の露ダリ帰天

ない「自體重たき」それが。しかし「つゆじも」の語は露と

秤」だけがじっとそれを思っているのか？自分の重量を測れ

普通「つゆじも」の重みなどだれも思わないだろう。「臺

笠智衆のやうな背を立て笑ふ山
紅梅や一族おなじ枝くぐる
ナイル源流ふとぶと夏季番組冒頭
「あやめむらさき」の語にピカソの「青」と「バラ」の色の
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じも」とかよいあうのだ。例えば、都市ガスの「球型タン

もごもを測った「臺秤」とも読める。「臺秤」だけが「つゆ

霜だけではない。過ぎた歳月でもあり、帰らぬ時間の折々こ

『(戦後の俳句』楠本憲吉 １９６６年 社会思想社刊 )
世俗から生れて世俗に生きてきた川柳には、射幸心や、う

ムとしては、お粗末の限りの反響というべきであろう。

「第二芸術論」で特集号まで出した俳壇ジャーナリズ

かもしれないし、「露」が消えたとき「ダリ」の「帰天」が

が、「露」は、あの「ダリ」の「帰天」を地上唯一見送った

句は、俳句の社会的な位置を喧伝しない。いわば、現実から

り、その真っ只中で悪意を存在させることがある。引用の俳

がちや、省略や飛躍でなる「川柳」という社会的概念があ

ク」、その「頂上の露」、これも、だれも思わないだろう

成ったとも想われる。「露」は球形のレンズ。高い大きな

川柳は批評を表 お(もて に)するが、引用の俳句は世界に向っ
て無批評無批判であろうとしている。そのことによる句の存

離反した言語空間、距離をとった存在としての濃厚な俳句

に光や影のように貼りついている。句が、日常や、文学の、

在感の強さに、川柳とイタシマシテハこれはまいったなあと

性、無関係である位置からの関係性がある。極端に言えば、

外側から貼りついているのだ。ほとんど、のほほんと、温暖

の思いが出る。

どの句も悪意はまったく無いが、世俗離れしながら俗世界

な季節の光のように。「自體」「臺秤」「驛」と字体が旧

「球型タンク」の「頂上」から、現世を歪めて映している。

く、ルビで「りふちしゅう」とするなど、まるで漢字もふり

すぐ思いつくのは鶴彬の川柳である。共感の文芸とも言わ

１( )
過去に、現実を批判する力はどのようにあったか。

川柳は、現実を批判する力を持てるだろうか。

少なくとも「現代かなづかい」と「当用漢字」でしか

れた川柳が、実社会で口にすれば官憲から危険分子と見なさ

以前、第二芸術論より漢字教育の統制が堪えたことを楠本

がなも、俳句はこのように在るといわんばかりである。

読み書きの出来ぬ世代となれば、俳句の創作はおろか、

憲吉が書いていた。

その鑑賞も不能になるときがやって来ることに思いを

れる批判を喚起した。

代、特に昭和三十年代から五十 １(９５６～１９７５ 年)代初

次に思い出すのは、保守と革新という言葉の言われた時

馳せ、暗然としたのであるが、俳壇一般では、この決
定に対し、殆ど関心も反応もなく、そのことがまた、
私には不思議に思えてならなかったのであった。
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姿勢があったが、私川柳の方は文学性の芽生える様子はほと

方には、社会性に重きを置きつつ他の文学界から刺激を得る

ときには、時代の特有性によって、川柳の世界にも革新派と

いま一つは、時代の特有性によって表れた社会批判の様相

んどなかった。ただ、ダンナ芸や世俗世界のうがち比べを嫌

期に書かれた社会性川柳であり、社会の前近代性や保守性へ

である。戦後社会に民主主義が伝播して、日常性にある前近

いう呼び名が横行していた。その主流にあった社会性川柳の

代性や旧い社会規範と、近代化した女性の桎梏が昭和三十

歴史的な表徴として読んだのである。時実新子の川柳はその

の批判である。

１(９５６ 年)代の後半から情念の表出として数多く噴き出し
たときである。これは感情や感傷や慨嘆の私川柳であり、直

代表に見えたはずである。

この時点で現代川柳に何が起きたか。訴求性の授受は、エ

う革新派は、女性の情念の表出が現われるべくして現われた

接的な批判が書かれたものではなかったが、句に込められた

ゴイズムと被害者意識の混ざった私事の披瀝と読むよりも、

実感が読者に内在する批判の感情を引き出した。社会の旧

社会的被害者の意識と読まれて共感されたのである。社会的

句から一歩引き気味にさせた。さらに、感情の披瀝が昂じて

習、規範に圧されて悶々とする自我、エゴイズムなどの感情

抽象され、暗喩の表現となると、多くの川柳人は世俗社会の

的な訴求性が同時代の読者の批判の意識を引き起こしたので
社会性川柳に書かれた批判と、私川柳の日常的実感が引き

表層的な意味を越えられぬところで読みのちからの無さを棚

被害意識の表出は、穏健で保守的な川柳人を革新系と感じる

出した批判は、庶民感情に発する情理を求めていた。作者に

ある。

も読者にも、正すことが出来るという焦点が社会にあった時

上げして、読み難い川柳に革新というラベルを貼ったのであ

から詩性を差し引けば、世俗世界の感情の表出であって、さ

る。結果、情念の表出そのものが革新系の川柳としてカテゴ

ほどの文学的革新性があったとは思えないはずであったが、

代の川柳である。皆が民主主義の急激な伝播と経済生活の上

角度を変えて見れば、自意識と社会性の混ざる感情の表現

性急なカテゴリー化と当時の社会の状況に加えて、保守的な

昇にがむしゃらに挺身した時代の特有性が、川柳に強く反映

が主に男性によって書かれて社会性川柳と名乗っても、女性

リー化されたのであった。この一連の流れは、革新系の川柳

の情念の表出とほとんど同じ位相のものであった。両方とも

川柳が本格川柳と名乗っていたこともあり、対立感を持つ観

したのであった。

句語の斡旋は感情に相応する表現のレベルだった。尤もこの
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必要であったのだ。川柳界から見て六大家のあとに必要とさ

大衆性、大多数の川柳人に相応する句や選のできる川柳人が

国区に通用する何人かを、主に大会の多方向性を示すキャラ

感情の表現であれ、社会性川柳と社会性を含む私川柳は社

れる何人かの中に革新系と目される川柳人は時実新子だけで

点をつくりあげた。誰一人、革新川柳と呼ばれる川柳の実質

会批判のちから、現実感を具えていた。私性川柳と社会性川

クターとして存在させたのであった。その時代の川柳が含む

柳は実質的に異なるはずだが、感情の表現で同レベルであっ

あった。

に迫る視線を持っていなかったのであった。

た両者は、川柳特有の共感性という位相で昭和三十五 １(９

とによって、無意識的に私川柳と革新川柳との分離を先に延

えるかに向かうはずであったが、両者が共感性にとどまるこ

害、両方のあり方、その関係性や心性の実質をどのように考

ることで蜜月時代が終わったのである。

革新系の活動が凋落、残った私川柳が飽和状態を曝しはじめ

判のちからの急激な低下による社会性川柳の衰退とともに、

の間の詩性川柳の成果についてはここで省略するが、社界批

２( )
革新派と私川柳の蜜月時代はおよそ二十年間であった。そ

６０ 年)ころから蜜月時代に入って行った。
社会批判を深化させるということから見れば、被害と加

ばしたのであった。川柳という文芸の世界に自分達の句を批

川柳界から離れた革新派の川柳人と、川柳界でそれを読ん

評するちからが無かったのだ。

でいた人達に、社会批判の難しさが急激に現われるときが来

だが、社会やそこに生きる現代人への批判の難しさを川柳

右の状況は、革新派と川柳界を離れさせる風潮をつくった

人に意識させたのは、世界と社会の変化であって、川柳人の

が、むろん、川柳界すべてがこの傾向に倣ったわけではな

念の書かれた川柳の社会批判的な視線を、川柳という文芸の

自覚的なところからの分析力や世界観ではなかった。川柳人

たのであり、やがて、凋落した革新派は川柳界に吸収された

一般的なものとすることがなかった。ただし、日常の表層を

の研鑚によって壁にぶち当たったのではなかったのである。

り小集団活動の時期に入っていったのである。

無感動になぞって句会をたのしみ、さらに句会や大会のお祭

い。川上三太郎をはじめとして、革新系の川柳を読む川柳人

り騒ぎを盛んにする川柳界の内側で、作品の読みやレベル差

川柳は時代の転換、世界 人(間 の)実相への批判を持とうとし

があった。だが、穏健で保守的な川柳界は、社会性川柳と情

を感得できる僅かな川柳人、いわば川柳の幅に応じられて全
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なかった。
私見では、昭和四十九 １(９７４ 年)の革新派の「川柳ジャ
ーナル」にそれが現れている。当時、同誌の編集に就いてい
た私に川柳人の世界観の薄弱さを認識するちからのなかった

の状況こそ、川柳の自然な有り様であり、川柳の特性である

との見方が成り立つ。これを抱きかかえながら、社会性を含

む世界 人(間 観)の表出、その表徴を思う少数の革新志向派に
とって、昭和四十五 １(９７０ 年)ころを曲がり角として川柳
の批判のちからが閉塞化に向かう時代になったのである。

諸相が、社会や日常に現われた。これに即反応する姿勢や認識

３( )
批判の難しさ、批判の焦点が見えない。焦点がほとんど無い

ておきたい。

んだ過程を若干、河野春三の短い詩と小泉十支尾の川柳に見

に、革新派の社会批判の実質と、それが凋落と閉塞に流れ込

悔いがある。

が川柳に見られなかった。大部分が旧来の共感の文芸という認

「川柳ジャーナル」終刊 １(９７５年 以)前から、河野春三は

時代の潮流を客体化して見る試行や模索は少なかったが、

識に立ったままで、革新派もそのほとんどが感情を基点にした

ごく自然にそれがあったことも事実である。その句を見る前

川柳を書いていたので、批判のちから、批判の質の分析などに

川柳から後退気味となり、昭和四十三 １(９７８ 年)に詩誌
「匹」を出し同四十六 １(９８１ に)廃刊、昭和四十九 １(９

意識が及ばなかったのである。社会性川柳が書かれなくなった

７４ 年)に「風」という文芸誌を発刊、川柳や詩を書いてい
る。川柳ジャーナル社の解散の前に川柳への絶望感をもらし

との実感だけがあり、どこかの誰かが新しい方向を見せるのを
待つしかなかったのだ。いや、新しいものを待つという意識の

集』をまとめている。川柳革新の意気込みは薄れても言語表

たとも聞くが、昭和五十八（１９８３）年に『河野春三詩

河野春三は加齢とともに川柳革新の意欲をなくしていた。

あった川柳人が居たかとの淋しい感慨もある。

にも見放され、その上七十五才頃から身体が衰退し、入退院

現への意識の持続が感じられる。「あとがき」に「私は本年

を繰り返し」と書いている。当時の春三の、社会性への思念

三月十日をもって満八十一才、最早や詩魂も枯れ、デエモン

しかし、現代川柳の歴史という大きな視線から見れば、川

新方向を求めるより、社会の変化を負うなかで個人的に句や

柳は、受身の姿勢で生きる人間の本音を共感し合う庶民の文

の停滞が覗われる短い三編を引く。

詩を書いていたが、もはや革新的指導性から離れていた。

芸であるとの見方が中核的な認識となる。ここから見れば右
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てのひら詩抄の、無題
雪がちらつく日
バーゲンセールで
おれぴったりの
デスマスクを
盗んできた
同、てのひら詩抄

夕陽に叫ぶのは

多分俺の心のフォッサ・マグナ

作者の内部を通過した社会性の表現が社会性川柳であると

下手な詩だと思うが、川柳人河野春三の本領は、句より、

するかつてのテーゼが、現実に撥ね返されている。

評論より、詩より、川柳革新の活動であった。活動家春三を

認めつづけ、期待し続けた人は松本芳味、宮田あきら、林田

馬行の三人であり、やや離れたところから草刈蒼之助・堀豊

次・時実新子、さらに遠くから中村冨二らが親しみの目で見

ていた。麻生路郎との付き合いなどもあって春三を信頼して

そこで他人は平和の灯をともす

アンテナの林に沈む家々

は、川柳の革新と啓蒙活動に自身を捧げた人であった。その

める活動がどれほど困難なことであったかを思えば、春三

がち比べやダンナ芸などの川柳が蔓延するなかで文学性を求

らおよそ四半世紀のあいだ、いわゆる本格派や句会偏重、う

いた人は革新派の他にも多かったのである。戦後の混乱期か

―それが

平和

ほんとうの平和といえるなら

春三が老いて、川柳ジャーナルや革新系の衰退を心身に感じ

つつ、もう、平和についてありきたりのモノローグしか詩に

スク」が「バーゲンセール」にあり、「多分」「俺」と書く

海
海の亀裂

自己の存在感の軽さである。自己卑下のコミカルな措辞に春

書けなくなっていた。注目すべきは「ぴったりの」「デスマ
亀裂の中の夕陽
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何が現在と違うか。右の「気流停滞 軋んで完結しない

渾然一体に書かれた例である。

精神を浴びせる焦点のない社会状況が、何によっているかを

三がアイデンティティーの軽さを感じていると読める。批判
理解する意識や思念がもはや無かったのかも知れない。端整

昼」と、『小池正博集』 セ(レクション柳人６ ２００５年
刊 の)
虫が飛ぶ無臭世界の昼下がり
小池正博

な言葉を引きよせて、短い詩とする表現への意思にのみ春三
の気概が見える。

とを並べれば、一目瞭然「無臭世界の昼下がり」に、いま現

在の「昼下がり」の実感がある。

小泉の句には「軋んで完結しない昼」にしている何物かが

がある。小泉十支尾は川柳界と革新派の両方で私的な抒情を

があったので、社会の負性の原因や一端が自身に有っても

あれ、作者の外側にその原因が在るとの認識にリアリティー

積して情念となったのだ。被害者意識であれ、社会的懊悩で

「気流」を「停滞」させているとの実感があり、その何物か

昭和四十九 １(９７４ 年)刊の句集『不協和音』 小(泉十支
尾 に)
海はゴミ捨て場 絨緞厚い政治の部屋 小泉十支尾

書き、革新系の誌上に社会性川柳を書くことの多い川柳人で

「間違い通せ」、社会が革新されれば直せるとの、安直では

静止しても落ちる 自らの 影捲く漁民 同

あった。句集には社会性川柳がかなり収載されている。右の

あるが実感があった。いわば社会の正と負が認識されていた

に向かう感情と思念が主題である。作者の直線的な思念が堆

三句は真正面から社会批判の感情を書いており、この視線が

ふたたび地を打ち 弱肉の追われる果て 同

反転して、同時代を生きる小市民の生への共感とも応援歌と

雪より青く風に逆らう 地の小艇

同

同

同

ラジラしさを自身のなかに感じておわる。社会性川柳が盛ん

に流れて、結果、作者へ回帰、回収される。読者も句意のシ

思念はあってもターゲットが社会にない。思念は積らずに横

シラジラと無機的な昼下がりの空間だけがあって、社会への

小池の書いた現在の「昼下がり」は、明るくて影がない。

のだ。

茜して橋けんめいに 顫える明日

同

引いた眉でも 間違いは 間違い通せ 小泉十支尾

もなって生き方の凝視にスライドすると

気流停滞 軋んで完結しない昼

であった頃の、あるいは私川柳で情念や自我の意識が盛んに

道化の秋の踊れば脆い首すじ

などの表現になっている。社会性川柳として私性と社会性が
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ることこそ、今、川柳の最前線にある一つの課題になってい

れているのである。そして、批判が書けないことの本質に迫

を構築できない、させない、世界の「昼下がり」だけが書か

書かれた頃のようには感情的な批判が書けない。被害者意識

てのひらの時間 寸断されてくる

巨樹倒る 歴史一瞬漫画となる

しょせん右手の優越感である

暴発や 木偶いっせいに北を向く

つぎの手に渡る いびつになるリンゴ

斃れれば兵器ばかりとなる荒野

枯野まで経文つかみ駆けてきた

る。
小泉十支尾と小池正博の川柳のちがい、そのあいだに三十
年を越す歳月がある。

自身が回収することになる。無意識的にであれ社会状況の分

して社会が個人に及ぼす圧力への感情的な表現は、結果的に

の日々の生や社会との直接的な関係の表現が少なくなる。そ

会性川柳を求める作者の思考と苦吟があった。そこでは作者

「公式的、常識的な線 中(略 、)もう一つ爆発せぬものがあ

て、審査員の評が載っている。

ままで、「春三賞」は「川柳ジャーナル」４月号に発表され

社会性川柳の転換期を作者も審査員もほとんど意識できぬ

ライオンの哀しみ きょうも丘越えた

析は冷徹になり、訴求性が減って、恣意的な言いっぱなしの

る」 松(本芳味 。)「ここには個から社会への、稚いが懸命な
告発がある。不安限りない現代がある」 時(実新子 。)「従来
の抒情を拒否して、新しい独自の強靭な批判精神と直裁の風

小泉・河野らの社会性への視線と書き方の次に、新しい社

批判が成り立たない社会での社会性川柳は有り得るか。

刺をもつ点を買う」 河(野春三 。)「少しキザだが「てのひ

きない書きにくさが感じられて、社会性川柳が現実に追いた

社 で)、松本仁の「いびつなリンゴ」十句が準賞となってい
る。かつての社会性川柳を踏襲しつつ、時代の変化に対応で

でいない。中村が「てのひら」の句を推して、句の主題より

野が作者の独自性を言うものの、時代の質にまで視線が及ん

ろから評し、時実はいつもながらと感じさせる褒め言葉、河

ら」を推す、上手な人で上手さに酔うあぶなさ」 中(村冨二 。)
などの評である。松本芳味が従来の社会性川柳と並べるとこ

表現が思い付かれる。
１９７４ 昭(和四十九 年)、第三回春三賞 川(柳ジャーナル

和平後のライフルの長さかな

作家性を見ようとするなど、川柳に対する評者個々人のスタ

てられている証左の十句である。
単線のあしたも刃渡りを走る
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ンスを見せているが、どの言葉も、句のうしろの作者、その

ころから書いている。これを見る認識がどの評にもない。

い」が、松本は時実の言う「告発」を書く位置を無くしたと

豚の肋骨が転がっている たんぽぽの丘

童話ささやきながら胎ませる石

４( )
同じ年、蔦井カザトが、『短詩集 みどり沼』を出した。

になっているのである。

もはや河野春三らの書き方に有った社会性への意識が無効

点の無い困惑が回収させるのだ。

越えた」と、無為へ回収されるしかない。批判を浴びせる焦

暴発するぞとの無目的な加虐意識からの脅迫は「きょうも丘

質、どのようにもしがたい困惑の表現を配置したのである。

つまり松本は十句の最後に、社会性川柳の書き難さ、その

心性を感得する読みで共通している。私性川柳の読み方とま
ったく同じように作者のこころをクローズアップする読みで
結果論になるが現在の眼で、評者に見えなかった転換期へ

あった。

枯野まで経文つかみ駆けてきた

の要素を抽出しておきたい。
の「経文」とは何の喩だろうか。十句のなかでもっとも強引
に読者に預けられている句語「経文」。例えば、ヒューマニ
ズムであり、当時の感覚では左翼思想、あるいは冨二が推し
た「てのひらの時間 寸断されてくる」に書かれた抗し難い
社会状況への情念、受身で生きるこころ、嘆きへの救済を示

剃り落した性器 さくら満開

す「経文」でもあろうか。「経文つかみ」息急ききって「駆
けてきた」。やりきれない社会的感情が無為に過ぎ去るとの

トイレには灰皿を置いて下さい

射精終えたら錨を上げろ

表現である。
ライオンの哀しみ きょうも丘越えた

そして、その社会的思念や情念の徒労感が

短詩集と名乗っていることもあって、川柳の方で知る人は

吾児の歯生えず乳首に塗る灰汁

極めて少ないと思われるが、この句集は社会性川柳の新しい

焦土へ木枯らし みどりの雪、雪、雪

からさまにされたことへの感情的反発、世界に向かって放つ

の句に繋がっている。二句は、徒労を書いて共通している

加虐的意思、暴発の喩「ライオン」である。「経文」「ライ

出発の予兆を宿していたといえる。右の六句は、社会性川柳

が、「ライオン」の句は社会によって「経文」の無効性をあ

オンの哀しみ」という表現は時実新子が指摘するように「稚
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放図な存在感が強い。いわばダダイズムであり、社会性川柳

から個人性や境涯性が省かれていることで、句の自立感と野

れが従来の社会性川柳とは決定的に違う。告発も無い。最初

作品自体が思念から離れて責任を放棄しているのである。こ

に腹立たしい意識が書かれていることは誰も否定できない。

からはみ出たものと感じられただろう。だが、状況への無性

に向かっている。

て、やけっぱちのアナーキズムに近づき、ダダイズムの方向

から外している。蔦井は従来のナルシシズムの書き方を覆し

や情念に含まれる感傷性、感傷に付着するナルシシズムを句

ただろうが、従来のそれを超える書き方がある。松本は感情

ったことに比べて、松本と蔦井の書き方には無意識的であっ

書かれていた。だが情念の書き方が感情に発する書き方であ

情の徹底であった。

二人の書き方に共通するものは、湿潤感の無化、乾いた抒

がここへ来たとも、ここから次が求められたとも言い得る、
転換期をものがたっている。

沼』の、当時での新しさをまとめると、

ているか、なぜ表現行為をしているかとの認識が句の書き方

についての自覚を持っていたことである。なぜ川柳に関わっ

会、対世界についての自身の川柳のあり方、創作という行為

そして当時でもっとも新しかった要素は、二人が、対社

・ 日常的な実感の表現から離れることで、私川柳的な性状

さらに結果論になるが、「いびつなリンゴ」と『みどり

が稀薄化されている。

冒頭に引いた俳句の、世界に対する外側の位置、無関係の

に転じている。そこに、作者にとっても読者にとっても、こ

関係性という位置と違って、松本と蔦井はほとんど無意識的

れまでの川柳と違う位置の川柳という感覚があった。

・ 読者からすれば、共感性の文芸川柳、共感の授受を目的

・ 感情をぶつける焦点、他者や世界、社会状況についての

として書かれる川柳という概念から離れて、句の解釈を求め

に句を世界の内側に存在させようとしていたといえる。

認識が抽象されている。

ない 求(められない 読)み方が必要になる。
・ つまり、作者にとっても読者にとっても、川柳一句が感
これ以前にも私性の書き方であれ社会性の書き方であれ、

応の授受の原基となるのである。
具体性から離れた感応の書き方が情念の表出において数多く
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第二回ＢＳおかやま川柳大会
◇日時

2009年４月11日
（土）

12時
開場
13時30分 出句締切
13時４０分 開会
会費 2000円

◇会場 ピュアリティまきび（まきび会館）

TEL（086）232-0511 ＪＲ岡山駅より徒歩７分

◇ 「寺尾俊平と定金冬二の世界を語る」
石田柊馬

石部明

樋口由紀子

◇川柳大会（各題２句）
「ワルツ」

「引く」

「ゴリラ」
「図」

「ＯＦＦ」
「差」

＊

畑美樹（長野）選

松原典子（岡山）選

当日出席者に依頼

小池正博（大阪） 彦坂美喜子
渡辺隆夫（神奈川）選

歌人（大阪）選

金築雨学（島根）選

特選または入選句について各選者による論評
を５分〜10分予定しています。

閉会
懇親会（17時予定）

主催

バックストローク

お問合せ 石部明 akuru7005@yahoo.co.jp
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投

2009年

句

aqua-notes

同人雑詠

自選７句

wind-notes

石部明選

雑詠８句

2月25日締切

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
投句先 〒709-0421 岡山県和気郡和気町日室519-12

課題吟「客」 ３句

投句先 〒396-0111

金築雨学選

長野県伊那市美篶1240

石部明宛

畑美樹宛

（編集部で取りまとめ、選者に届けます）

・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。

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。

・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。

・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。

次号予告
●小特集
「ブラックユーモアについて」
石原ユキオ・渡辺隆夫
ほか

後 記

▼新しい年︒気持ちも何もかも新たに始めたい︑と思

う︒一寸先は⁝という言葉が︑あまりにも現実味を帯

びて舞い降りてきたこの数ヶ月︒それでも︑そんな時

代だからこそ︑﹁おもろきかな︱﹂と構えていたいと

言い聞かせつつ︑バックストローク七年目の新春︒

▼早くも︑あれから一年︒そう︑ＢＳおかやま大会の

春が近づいてきた︒この一年を︑皆さんはどんなふう

に川柳とつきあってきただろう︒そんな思いを語り合

う機会でもある︒こんな時代だからこそ︑川柳の醍醐

味あれ︑と集いたいと思う︒

▼たくさんの皆さんのおかげで︑七年目を迎えること

ができた︒心から感謝し︑心から全ての皆さんのご多

幸をお祈りしたい︒本当に︑ありがとうございます︒

こ れ か ら も ︑ バ ッ ク ス ト ロ ー ク の 泳 ぎ に ︑ 波 し ぶ き に︑

︵美樹︶

おつきあいください︒よろしくお願いいたします︒

○ 号の柳人が読むセレクション柳人﹃赤松ますみ集﹄

こわいものなし菜の花の黄色

の引用句に間違いがありました︒訂正してお詫び申し

こわいものなしの菜の花の黄色

上げます︒

誤

黄昏の鳥で混み合う神経科

黄昏の鳥で込み合う神経科

正

正

誤
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