第 27 号

インフルやマスク外せば皆んな豚

渡辺隆夫

大橋一弘

写真家

辞書を引いて、純粋（？）に訳して、事足りたのではないこと

の俳句が、英語が苦手な私にはくわしく理解できなかったが、

由紀子

石部明発行人が多忙のため、今号より急遽巻頭言を書くこ

樋口

とになりました。巻頭言は何を書けばいいのかわからないま

佐藤文香

ぐらいはわかった。そして、その再翻訳から、
サルの持つ鞄の中に

いただいてきたくまのにくさるのにく

ネウシトラウタツミウマヒツジトリイヌイの

年の春に発行された「対話号」は村上春樹のインタビュー、

手書店で平積みされ、再版するぐらいの人気雑誌である。今

力量に左右されるものだが、こんなおもしろい遊びができるの

それもあらゆる方向に飛び立っている。参加している書き手の

れている。内に向かって収斂するのではなく、外に向かって、

の俳句と短歌になり、もっと純粋（？）ではないものに変換さ

穂村弘

川上弘美と小川洋子の対談など相変わらず充実した内容だが、

目玉が光る

その中でも穂村弘の企画、監修した「うたの猿」は群を抜い

俳句を、歌人が短歌を、詩人が詩を書いて、その三作品を英

ンキービジネス」からとった主題の「猿」に、まず、俳人が

がら、自分なりの、俳句の、短歌の、詩の、「言葉」を紡ぎだ

も詩人も前の作品に触発され、翻訳と創作のバランスをとりな

つかない。英訳をしたバイリンガル人も再翻訳した俳人も歌人

る。しかし、このような前句の状況はまったく想定外で思いも

川柳も前句付けから始まった文芸で題からの作句は得意であ

かと感心した。

語日本語のバイリンガル人が英訳し、今度は英訳版の三作品

になっていくような気がしてきた。

チコチになって、川柳と対峙している自分が翻訳されて、柔軟

している。行ったり来たりして、何度も読んでいるうちに、コ
小澤實

を見て（原作は未見のまま）、別の俳人、歌人、詩人が日本

熊が肉猿が肉と一包み

しし ましら しし

その一例の、

語の俳句、短歌、詩に再翻訳するというものである。

ンル間・言語間の詩的対話」を行ったもので、雑誌名の「モ

ておもしろかった。それは「『うたの猿山』と称してのジャ

る。２００８年春から発行され、出版不況が言われる中、大

柴田元幸責任編集の「モンキービジネス」という雑誌があ

き合いください。

まの出発で、どうなることかわかりませんが、しばらくお付
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小池 正博
こぼされた水をピアノは受け止める
雨の日は幻の立つ将門岩
丑三つの夜勤の前に目玉焼き
アントニム聞く機嫌のよい蓬
蕎麦湯かけるぞ拙僧行状記
二丁目で元魚族と話し合う
スーパーで神の林檎を選び出す

広瀬 ちえみ
止められぬこまった姉妹が走り出す
笑わせて通行止めを切り抜ける
花びらが降り積む人体の凹み
肉叩き棒と目が合う春嵐
蛇を跨ぎ鰐を跨いで来たのだから
万難を排して本を読むひとに
思い出す私は「みんなのうた」でした

大阪

仙台

樋口 由紀子

コンパスの針のあたりは倦怠だ
れんげ草髪に飾って帰宅する
欄干の赤が足りない五月尽
ベトナムの笛を途中で見失う
桐箱に入れておくのは馬の顔
戸籍係と殿様蛙ここに居る
原因は歯形のついた青林檎

くんじろう

血は透けて氷菓へかざす面灯り
飴色になるまで二泊三日の木
腰紐は捻れて役者評判記
股間から刺の屋敷の大和猫
生き死にを曲げるだらしのない方へ
きしきしの晒し童貞文化財
たおれ荘西日はすでに急所まで

姫路

大阪
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吉澤 久良
測量船五百羅漢の枯木灘
諦念の樹々ねじれあい時の肋
三角錐みごもる生木無声慟哭
囀りやマ行の木馬人肉を敷き
食人譚千の老婆の手毬歌
石は石耳長姫は爪を剥ぐ
蒼茫をブリキの兄と行き惑う

筒井 祥文
己が肢体をスクリーンに夏来たる
明瞭な滝を潜って女流棋士
そよ風は丘のひとりをからかいに
ヨットは沖に少年の数足りていて
君のうしろの夏草のための夏
みんなとべとべ向日葵は折れざかり
計算はちょっとピリ辛島浮いて

京都

京都

浪越 靖政

北海道

東京

愛人もインフルエンザもアポなしで
発酵の途中で河馬に起こされる
第二幕トマト糖度はほどほどに
とりあえずグルコサミンを呼んでくる
日没を待ってダミーと入れ替わる
バーコード三途の川を渡り出す
ラップしてレンジ三分 模範解答

江口 ちかる

むかしむかし瓜盗人でありました
マジシャンがとりいだしたる夏館
背を向けて蛙出てくるハーモニカ
夜半には眼球乗りの賞レース
あしのうらみせてとんぼのにわか雨
夏の湾そおろりはずす落としぶた
遠雷やミーアキャットになっている
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松永 千秋
葦を刈る闇夜に鎌を光らせて
水門を開いて暗い水を抜く
手も足もかすかに水の音がする
戒名や以前も以後もおとうさん
門出する静かな死者となり切って
来た道を帰る蜻蛉の背に乗って
梅の闇村人はみな通夜の客

北沢 瞳

福岡

大阪

靴下を脱がせてもらう王様に
口の無い人が集まる合唱団
お砂場に紳士淑女の忘れ物
有罪でも無罪でもない人の椅子
ロープで降りて正しい蕎麦屋さんに行く
吠えている地面に敷き足すカーペット
授乳する四方を墓に囲まれて

丸山 進

核武装否定高砂部屋の蝿
蛇口から歯科医師会の様子聞く
ぼた餅が滑って転んでエリザベス
宝塚のトイレ自衛隊が占拠
闇夜から戻る落書きされた耳
空港に忘れたボクサーの呪文
器から器に移す双生児

松原 典子

瀬戸

岡山

山河あり倒産を聞く腹式呼吸
條件をねんごろに詰める整理券
三つ折りにした事はカラスに内緒
釘抜いて鮮度を落す駐在所
おばあさんの菓子缶びっしりと自由区
土俵を割ってくる高足蟹の手足
老後が長いわたくしにある猫の飯
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前田 一石

玉野

玉野

空転を楽しむ春の風景画
ブランコが揺れているから君の春
花盛りまでのキャベツの仕掛人
壁のなかへ絵本届けるたわむれで
森羅万象小指の爪は切らないで
てのひらにキリ吹きかけて生きている
生きてゆくことの九割引く話

前田 ひろえ
輪くぐりを抜けた人から延命水
梅熟れてよけいなものは排除する
原野からゴッホの黄を拾ってくる
尊属殺人塗り薬は乾かない
そろそろ桃が熟れてもいい頃ね
少年の配列大人はビリ席へ
野の花を活けて私のテリトリー

田中 峰代

肩甲骨あたりで迷う母の鈴
ゆうるりと風を結わえてつれ帰る
泣かなくなった私を包む深い闇
探し物のあいまに冬瓜煮含める
空泳ぐ魚達がいた遠い夏
揚花火ここに生まれし目高の子
掌に蛍ごめんなさいが言えそうで

田中 博造

家にまだ娘の茶碗・箸・湯呑み
身籠った娘に送る万華鏡
なめこ汁父だ父だと言い過ぎた
窓の欅と三十年の無言劇
タクシーで帰る骸のかたちして
真夜中の写経静かに銀の匙
数千の鴉舞わせておとこの忌

京都

京都
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一戸 涼子
垂直に届くホーミー的訓話
線香のけむりたなびく美田かな
だんだんに空地を埋める死後の人
忘却のひとを忘却 五月尽
白樺はどこにも行かぬ保険薬
ゆるゆるの靴下ゆるゆると夜へ
腹の皮よじってからの行進曲

草地 豊子

北海道

津山

さくらさくらぞろぞろ歩く哺乳類
蘂が降る詩人あげる竹箒
文学のために粛粛毛虫焼く
はつなつの墓地カサブランカにしてしまう
長いすに座るともなく日が沈む
電信柱に署名捺印して送る
まわるまわる宇宙飛行士忘れている

金築

雨学

百人の僧の唸りの御仏前
耳寄りな話を盗む鶴の小屋
おおよそは理解している焼死体
オオカミに食べられた娘は美しい
唇を住処にくらすオオトカゲ
みんな納得キツネ色のご遺体
食後二錠の在り来たりな会話

井上 せい子

ひまわりのひとつひとつに釘を打つ
完全なかたちを誰も見ていない
合唱の肉の部分は鳥のもの
告白は水の濁っているうちに
虹になるかもしれない丸暗記
月光をあびては毒を強くする
目が合わないようにひまわり畑

島根

松山
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高橋 蘭
北海道

岡山

量刑の如何かぼちゃの種を抜く
一冊の詩集へいかずちを落す
アルバムに確約はない居住権
排水口 座持ちの悪い芹なずな
焼き印に取りかこまれて根を下ろす
猶予つきのフィギュアに穿かすレオタード
エックス・デーの葛籠に生えてくる手足

柴田 夕起子
アイ・ラブ・ユー兄弟仁義ああ昴
右の耳探偵事務所に貸している
鍵穴も高野豆腐もふしあわせ
渡るたび大きくなってくるお尻
一切を斜めドラムは秘密とす
紫外線あたらぬように南京錠
物置に汗びっしょりの白熱灯

重森 恒雄

もう既に突くべき甘い喉仏
旗二枚持って岬に立っている
何事も無かったような泥の跡
花なんか咲いてあやしい樹を倒す
効くだけは効いた薬のゲッツー崩れ
道越えて不在の姫を呼びに行く
夜が来るたびに遅れてゆく時計

きゅういち

真水より殿下を掬うペンの蓋
空気より青い器具のみ盗まるる
油より無視の塊分離せよ
タナカよりメガネなものを戸袋へ
時間より空きの店舗を思うべし
涅槃より麻織りの目の虫の目の
キリンよりグラスの氷よりさらに

彦根

茨木
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横澤 あや子
かわりばんこ野菜ネットに雇われる
山ウドの草案言い合う番外地
自己申告が草むらに出て行った
雨の日の沈澱物は文化的
鯨尺行きつ戻りつ学級会
端境期の壁は籠ってしわくちゃで
ようこそと四合瓶ほどに浮く運河

石田 柊馬

八戸

京都

はつなつのすだれとすだれナキウサギ
巻いても巻いてもすだれハッカ飴
バサと斬るすだれの向こう藤の蔓
すだれだと言えば身も世もなくカバは
廃駅が見えてすだれのにおいかな
疾走の馬の尻かなすだれかな
火をつけて古いすだれを悦ばす

松本 仁

京都

高槻

陽炎をこんなに食べてこの死体
鴨川で洗えば骨も美人なり
デジタルがアナログの死へダイブする
冥王星へ旅立つ宵の高瀬川
山動く蛇一匹を置き去りに
銅像も一生遊びに行ったまま
立ったまま無数の谺死んでいる

兵頭 全郎

飲み水の実をゆり落とすのみの群れ
乳飲み子と歩調があえば船は出る
揺揺と水子の空を裏返す
おやすみなさい水飲み鳥が飛びますよ
消すためのぽっちがついた哺乳瓶
花瓶に水くちを尖らす霊媒師
落日にはタマヤカギヤと水を飲む
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山田 ゆみ葉
京都

神奈川

イザナミの核に皮膚やら化粧やら
上流へ向かうしかない鏡かな
静電気に弾かれ裂けてゆく背中
悠久の折り目どおりのラフレシア
苔まじりの四肢を捩ればアラベスク
岩をこじ開ける羊歯否と言うために
ＹＥＳと言うために胞子をかき混ぜる

渡辺 隆夫

鳥帰るあらゝテポドンどこ行くの
テポドンに鳥インフルエンザ詰め込んで
鳥化して豚インフルエンザあめりかん
着ぐるみの豚の一生臭かりき
インフルやマスク外せば皆んな豚
豚顔より狐顔して裁判員
女房に狐インフルエンザ憑く

畑 美樹

伊那

岡山

ゆびさきの胡桃ひとつの前のめり
ネコもイヌもキミも球体
梅干しを裏返す女と女
塗りたての壁一枚を持ち帰る
会いにゆきますはつなつの腰の位置
このまちも五目おこげを繰り返し
おしまいは紋白蝶のこなのいろ

石部 明

肉屋などぼおっと点す銀河沿い
てのひらのじっと虚空を見つめおり
布団やや乱れたままに黄泉の国
けむりですからと揉み手で消えてゆく
水屋より婆ぞろぞろと現るる
加害者のほうもしずくを言いたてる
青鷺か昼の身体にまといつく
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アクア︲ノーツを読む

意味と実感
石田

柊馬

蛇を跨ぎ鰐を跨いで来たのだから

笑わせて通行止めを切り抜ける

同

同

人間の関係性、そこに起こる感情や意識のくいちがい、悶

着などについての思考が、一度抽象されてブーメランのよう

に具象化へ戻っているので、一句一句が川柳として堂々と立

っている。堂々と立つとは、句の存在が作者のこころの有様

なリアルかつコミカルな味付があるので、読者は、微笑をも

姿のよさだ。そこに「笑わせて通行止めを切り抜ける」よう

から切断されて一句一句の川柳そのものとして存在する立ち

「蓬」独特の冷ややかな手触り。裏の白さ。抓めば指先に

たらす作者の個性を想像する。こんなことを、こんな書き方

小池正博

その存在感を残すにおいや色。蓬餅の風味。古くから温熱療

アントニム聞く機嫌のよい蓬

法の艾として知られる。小池正博が今春発刊した『蕩尽の文

になるのだ。

思い出す私は「みんなのうた」でした 同

肉叩き棒と目が合う春嵐

で書くひとが、同時代に居るという、なんだかうれしい気分

芸』 ま(ろうど社 は)、蓬の感をもつ評論集であり、後進の人
達は、ここを基点に出発できる貴重な一冊である。早々と初
夏をつげる草原のなかで「アントニム」、反意語に「機嫌の

「肉叩き棒」は「棍棒の握り具合もいい卯月」 石(部明 の)
パロディーとも感じられるが、一人の人間の態様としてイメ

広瀬ちえみ

よさ」を喚起される「蓬」。いや、斜め下から世界の現実を
見ている「蓬」の「機嫌の」よさに、川柳と連句の繁茂する
イメージがわきたつ。

ージすると、この二句、ものの見事に我々が知っている隣

人、現代人、そして自分の生が重なる。むろん、そのような

こぼされた水をピアノは受け止める 小池正博
「こぼされた水」という現実を、実社会の厳しい諸相から

社会についての微苦笑が、自分のこととして読者に思い返さ

う人と、優れた出発点だと思う人があるだろう。広瀬だけで

せるちからが二句に備わっているからだ。広瀬が書き継いで

やや離れた位置の「ピアノ」が「受け止める」。この関係性

いる温みのある人間洞察を、現代川柳がここまで達したと思
止められぬこまった姉妹が走り出す 広瀬ちえみ

を捉えるのが現代の川柳眼 ア(イ で)あり、小池の世界観と文
学観、文学と世界との距離感などが覗われる。

14

ている。つまり、意味だけが突っ立っている一句、それが樋

いっていいだろうが、一句の提出感のつよさは、読者にとっ

はなく、洞察と認識の表象の場として、本誌のレゾンデート
広瀬ちえみ

口の目的なのだ。川柳という文芸が持つ独自の厚かましさと

万難を排して本を読むひとに

ル性がある。

て突然、これが一般的だと言われている感を持つ。「欄干の

った。五七五という基本的なカタチへの信頼が強かったので

柳観に即した独自の位置を初期に得た勘はたいしたものであ

の証左であり、私性よりも意味を書こうとしたのである。川

した独自の位置で書いている。暗喩がほとんど無いことがこ

い。樋口は若書きのころから、自己表出を樋口の私性から離

共感の訴求性や感情の表象などから言う私性はあまりにも薄

の私性とか「思い」は、右にいう私性と読めなくもないが、

を上位とする志向が強かったのである。この句の場合、樋口

う狭義の価値が川柳に居座っていたからであり、感情の共感

を書いた川柳についてしばしば用いられた。私性の表象とい

「思い」とか「情念」という用語は、自我と世界との齟齬

る。樋口の句は難しい、わからないといわれる。手っ取り早

の氾濫が、樋口独自の、川柳を書く位置を求めさせたのであ

直ぐに、樋口は受け継いでいるのである。近代的な自己表現

ーを具えているとの先覚の認識があっただろう。これを真っ

有無をいわさぬ厚かましさがあり、それが事象をうがつパワ

を名乗った多くの川柳人の雅号。そこに幼児や子供の発語の

をはじめ、三面子・而笑子・飴ン坊・角恋坊などの、坊や子

のひとつがここにあるのだ。近代川柳の発揚に働いた剣花坊

川柳の存在感があるのだ。古川柳以来書かれて来た川柳性に

タコトが意味の質だけを指すような厚かましさだが、ここに

り百科辞典に載っているそれを見せられるような、幼児のカ

ようとするのだ。この、ほとんど無垢な厚かましさ、いきな

ことの響き合いが、突如、弓を離れた矢のように普遍化され

赤が足りない」という欠落感と「五月」が「尽」きるという

あり、この位置での、意味の表現が、省略を極限にまで絞り

く、奇矯として片付ける読者もあるようだが、近代的自我に

樋口由紀子

あげたことは多くの人が知っている。意味と省略への強烈な

欄干の赤が足りない五月尽

大切なエアーポケットを縮小し合っている社会である。

こだわりは、この位置で成っている。「欄干の赤が足りな

くんじろう

固執していては読み辛いというしかない。

くんじろうの新生面が二句に現れた。自己の現実、あるい

飴色になるまで二泊三日の木

い」ということと「五月尽」の響きあいは「思い」として表
出されているのではなく、私的な感情や感慨、あるいは一般
的に共感されるだろうという目途も放擲された位相で書かれ
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「ブリキ」「兄」の句語を象徴語と捉えれば、本誌で石部

吉澤久良

明がライフワークのように追求し続ける〈内なる近代〉、そ

蒼茫をブリキの兄と行き惑う

る。この句にそれを感じる。低劣な覗き見趣味をはねとばす

れから少し後の世界に接触した弟、という時代の相が立ち上

は体感が、思考を経ずに深いレベルで抽象されて、その質だ

純度の高い句語によって一句がなっている。ある日ある時、

がり、そのような兄弟が「行き惑う」「蒼茫」の現在という

同

体質化された川柳の音韻が言葉を引寄せたのだろう。「飴色

ことになる。そのような世界で「諦念の樹々」は「ねじれあ

諦念の樹々ねじれあい時の肋

になるまで二泊三日」が、静かで確かな「木」の生と呼応し

けの表出に適う言葉との祝祭的な邂逅に恵まれることがあ

ており、ものみな生の実感に充ちているような気分がくんじ

い」という表現は川柳では珍しいが、一般的な文芸の世界で

して書く川柳は、六大家を含めてほとんど無数にあるが、今

は新しいものではない。観念を固い言葉で、あるいは具象化

号の吉澤の川柳は、「蒼茫」「時の肋」という観念と現実の

くんじろう

「飴色」の句と同様にハイレベルな感覚が引き寄せた句語

血は透けて氷菓へかざす面灯り

ろうに訪れ、句語となってキャッチされたと感じられる。

と感じられる。画家くんじろうの身の内から「飴色」「木」

「氷菓」の二句は、句会で抜ける抜けないを競い合うところ

に、他人事としての距離感が生じるが、ともあれ、「飴色」

りとした生のひとときをやや説明し過ぎた感があり、読み

ジが定着しているからである。「血は」の「は」が、しっと

を認めるはずだ。つまり、私的実感の強さに相応するイメー

柳人は多いだろう。近代的自我の表出に勤しむ川柳人がこれ

薄を負っているところで、どのように堅固なイメージを書く

内的混沌である。言葉に頼るよりなく、言葉も、存在感の稀

敵と味方、正と負、自己と他者などに分劃できないシラケタ

のイメージと感じられる。今号の吉澤が書いているものは、

情念が、さかんに表出された階梯を経た後の、現在の閉塞感

う。すなわち、私性川柳で個的情念が、社会性川柳で社会的

から対他へ転換するメッセージ性のイメージ化となるだろ

右の二句の強引な読みを続ければ、吉澤の書き方は、対自

吉澤久良

絡み合うイメージへ読者を誘導している。

から遥かに離れた位相で書かれており、句会詠の面白味とは

三角錐みごもる生木無声慟哭

「血は」「透けて」「氷菓」「面灯り」などの可視的な句語

違う、つまり句座の会集の存在や反応から離れたところで創

ことができるかの試行と言うことができる。堅固さこそ、求

が、なめらかに沸きあがっただろう瞬間を羨ましいと思う川

作された川柳のここちよさがある。
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が感じられる。しかし、これらの読みはいわゆる深読みでは

められるべき川柳であるとでもいうような、パフォーマンス

柳的視線の強化、自己鍛練が見えるようだ。

に含まれる冷淡さが句の端整さとなっている。筒井なりの川

みんなとべとべ向日葵は折れざかり

君のうしろの夏草のための夏

同

同

筒井祥文

なく、作者と同じスパンに立っているからという共感性への

計算はちょっとピリ辛島浮いて

この三句、川柳という文芸は冷たいなと感じ、裏に冷淡さ

信頼で成る読みでもない。吉澤は、思いを書いているのでは

に倍する情への希求がある。つまり、「ちょっと」ずらす感

ないのだ。吉澤は、言葉と小さなカタチで創出できるイメー
吉澤久良

明の作句法の隣りで書かれた佳作であり、かつて「川柳に残

「耳長姫は爪を剥ぐ」光景があるといいたげな川柳だ。石部

現代人の内奥に「石は石」であるという不変の観念があり

冷たさ、「浮いて」の実感が絶品。

れほど世俗的で大衆的な渦中にいても、不意に感じる孤独の

算」の折に瞬間的に感じる「ピリ辛島浮いて」。集と個。ど

触を作者と共にたのしむエンターテナーの川柳である。「計

石は石耳長姫は爪を剥ぐ

ジの可能性とそのエネルギーを探しているのである。

されたものは技術だけ」と中村冨二が言ったことを思い出せ

発酵の途中で河馬に起こされる

同

筒井祥文

された川柳。例えば、深い睡眠から引き起こされる時の感覚

主体者なの？とあたふたするこころの瞬間が見事にキャッチ

「河馬」の巨体、存在感に気圧されて、いったいどちらが

浪越靖政

ば、いま川柳にあるのは言葉への信頼を創り出すことだけだ
そよ風は丘のひとりをからかいに

と、吉澤や石部が言いそうな気がする。
ヨットは沖に少年の数足りていて

かいに」にあり、表現技術として単数の発想を複数化すると

き帆やわがこころの帆」 山(口誓子 を)思い出す。並べると筒
井の川柳観、川柳という文芸についての認識の一部が「から

の、単なる戯画に終わるところを、心性のリアルさに踏み止

措辞のエネルギーに脱帽だ。一歩まちがうと、実感が軽いも

対的な主体が「河馬」に起こされているのである。ゆるがぬ

それにしてもこの句、「発酵の途中」という、句の中では絶

のような、こんな感じに遭遇することがあると思わせる実感

ころにあるかと思う。筒井は美意識に拘泥しない川柳人だ

の表現は、作者の、事象を抽象する力が働いて成ることだ。

が、ワンショットで、キチっと美を定着させる。「わがここ

まらせているものは作者の根底にあるリアリズムへの信頼だ

「春風や闘志いだきて丘に立つ」 高(浜虚子 、)「炎天の遠

ろの」を「数足りて」に移す悪戯はないと感じるが、うがち
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ろう。浪越の川柳の面白味は、渡辺隆夫が軽薄な虚構のスパ
ンへ現実を飛ばす、そのわずかな手前のリアリズムへの拘り
なのだ。だから

江口ちかる

析の重みをカラッとはずすところに江口の川柳の味がある。

背を向けて蛙出てくるハーモニカ

江口の川柳の特徴はフィクションに付随する実感である。

ではなく、世界 人(間 観)や社会観から出る違い、川柳人とし
て立っている位置の違いである。この数号、浪越の川柳は渡

り、渡辺にとっては不要なのだ。これは二人の川柳観の違い

の「とりあえず」という現実感が、浪越にとっては大切であ

のかたちを思いおこさせて「蛙」の背の丸みへのシュールな

求する川柳人なのである。これが「ハーモニカ」奏者の「背」

へ構築する、言い替えれば、とても厳格に、実感を自身に要

いう楽器の実感の表現である。だが、「背を向けて」とまで

句会で擦れた川柳人なら思い付くだろう。「ハーモニカ」と

「ハーモニカ」と「蛙出てくる」との付け合わせは、例えば

辺との同位性から無意識的に離れる方向にある。そこに、浪

転換につながるのだ。

とりあえずグルコサミンを呼んでくる 浪越靖政

越流の、現実的な実感と戯画化の尖りがあり、「呼んでく

像化しないだろうが、江口は、自身の実感を自身の言語空間

る」という措辞がある。そして

江口ちかる

一時、吉澤久良が、一句に三つのものを書く懸命な努力を

あしのうらみせてとんぼのにわか雨
同

披露した。ＡはＢだとする伝統的な問答体にＣを加える試行

愛人もインフルエンザもアポなしで 浪越靖政
日没を待ってダミーと入れ替わる

同

であった。書ければ当然、従来の一句の緩みが見えたり、一

バーコード三途の川を渡り出す

などの、現実感と非現実感をどのように尖らせるか、戯画の

句の緊密度なり意味やイメージの展開が増すという画期的狙

だろう。にもかかわらず、おもしろいことに、これは長唄や

しに、三つが引き合って、一句の秩序を持っていると見える

いがあった。江口のこの句は、吉澤の試行からどのように見

「蚕飼する人は古代のすがた哉」 曾(良 を)思い出すが、江
口は軽がるとタイムトンネルを往還する。そして、むかしば

義太夫や浪花節などの、俗謡の一部がクローズアップされた

江口ちかる

なしと、いまの生との、なにやら楽天的な同位性の提出が

むかしむかし瓜盗人でありました

成否の決まるところに浪越が居る。

「ありました」と言ってのけるあっけらかんに感じられる。

感を持っているのだ。この句の面白さは、まさにこの一点、

えるか。難なく三つのものを書いて、句が緊密になることな

この軽み、この自在さ。歴史的な重みと、文学的な洞察や分

18

ところにある。「蛇の目でお迎えたのしいな」とか「地上に

部を口ずさむ、いわば〔さわり〕の感を見事に書いたという

俗謡、フォークソング、ブルースなどのどれであれ、その一

ですか」などと言う言いぐさは、この句から見れば笑止であ

ず、ただ単純に日日の現実を思考から放擲して「自己って何

たい。自分は自分の現実から造れ、飯食って五欲から離れ

何ですかという連中は、この一句を踏まえてから言えといい

松永千秋

る。「闇夜」であるから「鎌」は「光」るのだ。

同

古代の生物のかたちを残す「蜻蛉」。「暗い水」も「手も

水門を開いて暗い水を抜く

足も」「水の音がする」ところに、自我から離れた生の実感

手も足もかすかに水の音がする

降りた最後の天使」とか「さかなは炙った烏賊でよい」など
松永千秋

の、イメージの実在性、実感の冴えである。
葦を刈る闇夜に鎌を光らせて
切握りつぶし」 渡(部可奈子 が)あり、少しは可奈子の実人生
を知っていたからだ。むろん三十数年前に書かれた「おのが

とその揺れがある。地に足のついた日日であるからこそ、無

この句を読んで動悸が早くなった。「葦立てり おのが一

一切握りつぶす」ナルシシズムは松永の「鎌光らせて」には

同

ない。だから、いま可奈子があれば自己愛を捨象して、おの

機物的なニヒリズムを感じて存在感が揺れもする。

来た道を帰る蜻蛉の背に乗って

が葦を刈りに鎌を手にするだろう。鎌を持つ可奈子の像を思

靴下を脱がせてもらう王様に

北沢 瞳

ったとき動悸がおきた。あいだの三十数年は、時実新子を象

同

「正しい蕎麦屋さん」は秘境の近くにあるのだろうという

同

問答体の書き方で、現代人が揶揄されている。ところが「靴

口の無い人が集まる合唱団

しての「葦」ではない。むしろ「考える葦」という意味合い

下を」「口のない」「お砂場に」と提出されたＡは、Ｂを経

お砂場に紳士淑女の忘れ物

が「刈る」に呼応して、現在の社会状況に生きる人間という

過して、読者にＣを委ねているのである。北沢の川柳を追い

徴として、例えフィクションであれ、近代的自我の表出、私

趣がある。そして「闇夜」という表出は等し並みに生えてい

かけてきたところからは、この三句が北沢にとって新しい試

性川柳の飽和、それを超えようとするごく一部の研鑚の時間

る「葦」を「刈る」側から見る実存意識を帯びており、軽薄

ロープで降りて正しい蕎麦屋さんに行く 同

にポストモダンを言っている連中を蹴り飛ばす強力な現実感

みと感じられる。おもしろいことに読者が創造？するＣは、

だった。松永が書いた「葦」は「おのが一切」のシンボルと

がある。自己とか自我とかの実体感はありません、自分って

19

ＡとＢとの関係性の仮構である。物語の発端と経過を読者に

同

丸山 進

抽出する沈着な方法が試みられているのだ。

悪態や偽悪についての、いわば作句の計算が同じ川柳人と

ぼた餅が滑って転んでエリザベス

してかなり見えるのだが、丸山の川柳のパワーアップがこれ

宝塚のトイレ自衛隊が占拠

を上回る強さで迫る。渡辺隆夫の川柳のフアンを、丸山の川

任せて、作者は結果だけを書いているのだ。しかし読者の仮

とどまり、ときに相殺の憂き目などもあることを思えば、北

松原典子

構する物語は作者の世界観や人間観がかなりきつく規制す

沢の試行はなかなか難しいと思われるが、冒険を仰ぎ見る思

同

同

いになる。なぜなら小池正博の、川柳と連句が同心円にはな

山河あり倒産を聞く腹式呼吸

柳へ振り向かせるのではないか。

同

空港に忘れたボクサーの呪文

り得ないゆえに、二つの円の交わりが前向きなものを交響す

條件をねんごろに詰める整理券

る。最近流行のコラボレーションの多くが異種の響き合いに

るとの志向に、北沢の冒険が関連するように思われるからで

三つ折りにした事はカラスに内緒

同

闇夜から戻る落書きされた耳

丸山 進

ある。なにやら連句的な言い回しの感じられる三句だ。

釘抜いて鮮度を落す駐在所

て、思いの質だけの表現を成功させた手応えが感じられる。

ころだけをどのように抽出できるかという位相で書かれてい

定感が深化して、句語から外界をどれほど遮断出来るか、こ

の経験に繋がることで安定感があった。この一句は、その安

ーソスが多く書かれており、からかいも被害者意識も、読者

れまでの丸山の川柳には、個人と状況の関り合いに生じるペ

しも同様の状況を感覚的に思い描くことができるからだ。こ

「落書きされた耳」。「戻る」の実感に引かれるのは、だれ

は、作者にとっても茫洋としているだろう。

問答体での「整理券」「カラスに内緒」「駐在所」との答え

のである。これでは消化不良の感が作者にも読者にも残る。

かれずに「腹式呼吸」という身体感覚を答えとして出された

聞く」という現在の社会状況について、松原自身の思いが書

ものは、松原の世界 人(間 観)だったはずだが、この書き方
は、問答の答えの実感が減らされている。「山河あり倒産を

表現から離れて問答体に向かったとき、問答体に込めるべき

松原も自身の川柳を更新しようとしている。松原が私性の

無抵抗であったことだけが自身の存在のしるしであった

今号の七句は一見ハチャメチャな放言と開き直った悪態によ

老後が長いわたくしにある猫の飯

松原典子
って、句のエネルギーが強くなったのだが、思いの質だけを
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褒貶の凡てを含む実感「キリ吹きかけて」の句語は、具体性

その個人だけが身の奧に抱えつづけている生の実感。毀誉

てのひらにキリ吹きかけて生きている 前田一石

松原とすれば私性川柳での実感への逆戻りと感じるかもしれ

この「猫の飯」という、問答の答えに実感と感動がある。
ないが、この句は問答体が引き出したものであり、松原の私

前田ひろえ

と抽象性を往き来する豊かさをもっている。

輪くぐりを抜けた人から延命水

的感慨と外的状況が「猫の飯」という喩に包含されているの
であり、以前の松原の私性川柳に比べれば感傷が減って醒め

同

何事か、いわば通過儀礼のような必然。人生であれ、世の

梅熟れてよけいなものは排除する

習わしであれ、それを過ぎると変化がある。このような思い

た叙情となっている。川柳が直接的に境涯を変えるはずもな
いが、一般的な共感から離陸して松原の知的な視線が冴え、

には、「輪をくぐり抜け」る前後についての思いが、人によ

「延命水」という喩は見事。前田の場合、そこに恣意性を含

川柳の存在感が強くなった。松原の川柳を追っていると、現

むプラス指向があり、好日的でラテン的とも言える個性が出

代川柳は感傷の渕から離れることで、個人が個人の心性を豊
前田一石

る。「延命水」「よけいなもの」などの、生にとっての負荷

ってマイナスとプラスに分かれる。これを川柳的にうがって

空転を楽しむ春の風景画

同

かにするよすがを持っていると思わせてくれる。

同

がプラス方向へむけられ、日の下の明るみに転換されるとこ

花盛りまでのキャベツの仕掛人

ろに着実な生活感情がある。そこに、「輪くぐりを」「梅熟

壁のなかへ絵本届けるたわむれで

近代の川柳は作者の生を真ん中に置いて思考されていた。

前田ひろえ

それに則って言えば、この三句を並べることで、今現在の前

同

れて」などの前近代的な風土の色合い、習わしなどをプラス

そろそろ桃が熟れてもいい頃ね

とする明るさがある。

少年の配列大人はビリ席へ

田の穏やかなこころが日を浴びていることを感じられる。そ
に感じさせるところの説明、フライングだが、くどい感じは

こに前田のよき暢気さが出たか「たわむれで」の句語は読者
ない。三句ともに一石モードで書かれているからだ。いまの

肩甲骨あたりで迷う母の鈴

同

田中峰代

骨太、あっけらかんの川柳に日のにおいがある。

てシンドイ時節を経てきたあとの褒美だろう。それがいま

ゆうるりと風を結わえてつれ帰る

世の中で、こんな日常を得たいと思う人は多い。社会人とし
も、ときどき川柳に顔を出す。
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なめこ汁父だ父だと言い過ぎた

空泳ぐ魚達がいた遠い夏
同

田中博造

同

白樺はどこにも行かぬ保険薬

線香のけむりたなびく美田かな

同

一戸涼子

忘れた「ひとを」遥かに望見するひとときだ。

窓の欅と三十年の無言劇
むと ムンクの絵」「湯にうかぶおまえのはてしない重さ」

こにも行かぬ」という意識は、人の一生と「白樺」の一生が

か。今号の一戸は年齢を客体化して書いている。「白樺はど

子孫に「美田」を残さず、と言ったのは西郷隆盛だった

同

（田中博造）と書いた田中夫妻の一人娘が嫁いだ。「肩甲

見比べられて普遍的でキツイ感慨を呼び起し、同じところか

ゆるゆるの靴下ゆるゆると夜へ

骨」「風を結わえて」の、言葉になるべき思いがまだ言葉に

ら「夜へ」という、孤が深まってゆく措辞がつらい思いを広

「受胎聴く 鱗 三枚五枚 剥ち」「どの夜具も妻をつつ

ならず、発語寸前の感とでもいえばいいか、賞味に堪えられ

一戸涼子

る見事な句語だ。「言い過ぎた」と「無言劇」の往還に父親

腹の皮よじってからの行進曲

げる。そして、一戸は、見事に、堂々と、この抒情から感傷
田中峰代

を振り落として
田中博造

のこころがあるのだろう。母は娘の現在を思い、父は今日に
揚花火ここに生まれし目高の子

至った過去を反芻している。
タクシーで帰る骸のかたちして

と、世界 人(間 観)を収束して、陽性へ転換する。人生と、こ
の世は、「腹の皮よじ」らせるほど可笑しいものであり、あ

齢を思う。

底に聴きはじめている何人かのバックストロークの同人の年

に、なおつづく近未来を感じさせる。この「行進曲」を耳の

るいは不可思議なものの連続だ。「行進曲」という句語が現

「男六十の葱きざみつつ 涙あらむ」「一絵よ 鈴鳴る街

一戸涼子

在性と過去の重なった感慨となって突き上げてくるととも

忘却のひとを忘却 五月尽

で卵買え 鰯買え」 中(村冨二 を)思い出す。「卵買え」の句
語に込められた愛情と哀惜を花嫁と田中夫妻に贈る。
「五月尽」のある日の感慨だが、「五月」独特の季節感は
「忘却」を二重に重ねるほど。二重の「忘却」には、年を経

草地豊子

この句、京都の花の時期では、「清水を祗園へよぎる桜月

さくらさくらぞろぞろ歩く哺乳類

感じられて面白い。初夏であれ何時であれ「忘却」などない

夜今宵会う人みな美しき」 與(謝野晶子 の)完璧なパロディー

て重ねてきた「五月」の繰り返し、年齢についての感懐とも
心身の張り、若さを誇った思い出が被さって、もう、名さえ
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となる。「ぞろぞろ歩く哺乳類」川柳ここにありの感。
草地豊子

耳寄りな話を盗む鶴の小屋

金築雨学

この「鶴」は伝統的な美意識や目出度さ、あるいは恩返し

の民話にあるような「鶴」だが、それがややメタモルフォー

長いすに座るともなく日が沈む
身に帯びている川柳の伝統性、問答体や飛躍や省略の要素

金築雨学

ズされて歪み、人間のこころを負わされて具象と抽象を往き

同

来する。「夕鶴」のよひょうの近隣に我々が居る？

オオカミに食べられた娘は美しい

が日常性の抽象化に働いたのか、生活のなかでの浮遊感や手

みんな納得キツネ色のご遺体

応えのなさを一句に引き出した。草地は、うがちと飛躍の面
白味を書いて、実感を読者に喚起させる川柳に個性を発揮す

最近聞かなくなった用語、〔本格川柳〕のよさ、伝統的な

る川柳を多く書いているが、近ごろ、うがちや飛躍より、自

色合いの濃い川柳の独特のここちよさが、このように本誌に

同

を試みている。この意味で、これまでも今も伝統的川柳人だ

存在する。生前の人格と「ご遺体」を取り巻くひとびとの感

食後二錠の在り来たりな会話

が、この転換で草地が認識する伝統のスパンが拡大して螺旋

己の客体化を経る自己表出に川柳味を活かす書き方への転換

的な上昇を示している。きっと、川柳がより身近な存在とな

懐の焦点「キツネ色」の句語など、かつて革新を目指した位

相ではあまりに伝統的な感情の表現法として避けられたもの

だが、見事なものだ。世界 人(間 が)ある限り「思い」や「意
味」から書かれる川柳はあり続けるはずだが、そこで気張っ

草地豊子

ている川柳人は実に少ない。近代的自我の表出に気圧され過

まわるまわる宇宙飛行士忘れている

る面白味を味わっているだろう。

なしのスケールが大きくなって、渡辺隆夫に近い書き方を得

ぎた時期を我々は再考せねばならない。

読んだ瞬間には大きな規模の葬をイメージするが、「御仏

軽重は作者の名によって読まれ、作者もそれに応える努力を

う二つの単語の関係性を作者の名前が繋いでいた。象徴語の

私性川柳が横行していたころは「ひまわり」と「釘」とい

この句、本人は自覚していないだろうが、得意な言いっぱ
た感がある。昨年の『ＢＳおかやま大会』での発言、「リア

前」という句語から、葬というより年忌法要などの仏事と思

井上せい子

い、いのちある者の金銭感覚と彼岸、そのあいだにある「僧」

作句に注いだのであった。さいわい、そのような慣れから離

ひまわりのひとつひとつに釘を打つ

リズム」が川柳眼 アイ に働いているからだ。
(
)
百人の僧の唸りの御仏前
金築雨学

等の三角形が浮かぶ。「唸り」の措辞が出色。
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あるのか、念をおす程度の「ひまわり」「釘」であるかは読

れた現在、例えば情念の篭った「ひまわり」であり「釘」で

ジ化される手前であったのかも、と思われる。

なっている。だから、先の三句の手放し方は、一句がイメー

焼き印に取りかこまれて根を下ろす

一冊の詩集へいかずちを落す

同

高橋 蘭

者の勝手ではあるが、作者の私性から完璧に離れての読み

猶予つきのフィギュアに穿かすレオタード 同

憤怒や情念の表出と読めるが、私性川柳の流行期のような

に、この句は耐えられるだろうかと思ってしまう。これは井

訴求性やナルシシズムは排除されているので、甘えがない。

上だけの問題ではなく、現在の川柳が、私性から離れること
での思いがけない難問を抱えていることを露わに思わせる問

とえに句語と句語の引き合うちからへの、作者の信頼感によ

題なのである。まさにそれを象徴する一句と言ってもいいだ
井上せい子

真正面から刀を振り下ろすような勢いを成しているのは、ひ

完全なかたちを誰も見ていない

ろう。

る。ただ、現在の社会の冷淡さは、読者に他人事だという距

か、ひいては高橋の川柳観の現在性が浮上、一緒に首を傾げ

離を取らせてしまうのだ。これを高橋がどのように考える

ることになる。難しいことだ。この意味で「猶予つきの」と

同

「完全なかたち」「告白」「濁っているうち」「目が合わ

いう断罪が実にこっけいであり、高橋にとっての川柳のポジ

同

ないように」などの句語が、句の意味附けを読者に預けよう

ションが見えるようである。

告白は水の濁っているうちに

としている。読む方とすれば浮遊感があり、そのような曖昧

目が合わないようにひまわり畑

な現在の社会状況をも、ほとんど狎れのように思うのだが、

柴田夕紀子

川柳の現在、という大きなところから言うと、「渡るた

渡るたび大きくなってくるお尻

のところで、もっと厚かましく出しゃばってくれてもいいで

び」という句語が読者の創造 想(像 性)に委ねられたと思う読
者と、中七下五との関係性が薄くて刺激を感じないという読

ここで一句を手放すのか、早過ぎないかと思う。作者は意味
はないかと思うのだが。「目が合わないように」の、感情に
一般的な共感性があるが。でも、

者に分かれるだろう。私性川柳に慣れた読者なら「大きくな

ってきた」という私事の抽象的な報告であれば「渡るたび」

井上せい子

の「合唱の肉の部分」それが「鳥のもの」という怖いイメー

にという危機感を想像して繋がり易いというかもしれない。

合唱の肉の部分は鳥のもの

ジは、強圧的に迫る強さを持つ一句であり、井上の豪腕がう
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好成績をとる柴田が承知しているだろうが、本誌の創作では

句語の呼び合うちからの強弱については、大会などの題詠で

ごとかが「なかったような」としか書かれていないからだ。

ものたりなさを感じる。「岬」「旗二枚」に込められたなに

って、読者とすれば「跡」の方に余韻というより、なにやら

重森恒雄

そのちからが、なんだか弱い。

効くだけは効いた薬のゲッツー崩れ

川柳の伝統には題詠と問答体の性状が濃厚にある。この二

にかく「効くだけは効いた」と両チームの当事者全員の意識

あるだろう。そして、捻じれがどのように感じられても、と

うな捻じれ具合を好む読者と、あざとさを先に感じる読者が

副作用でも出たか、右はよくなったが左はいまいち、のよ

句は、それらが活かされて可視的なイメージが書かれてお

が同じであるところを想像させる面白さがある。三句とも、

柴田夕起子

り、読者に内在された感覚を立ち上がらせる。「汗びっしょ

時間の経過を書いた川柳であり、重森らしいが、読んで、も

同

り」は、「渡るたび」に比べるとはるかに実感的であり、

っと厚かましいメッセージがあってもいいんだよ、と句に向

紫外線あたらぬように南京錠

「白熱灯」が点いているときの光景や点いていないときの

物置に汗びっしょりの白熱灯

無、すべての不在感、意識から消えているときの空気を思い

かっていいたくなる。

タナカよりメガネなものを戸袋へ

油より無視の塊分離せよ

空気より青い器具のみ盗まるる

真水より殿下を掬うペンの蓋

同

同

同

同

きゅういち

重森恒雄

に向かっている人物のこころの喩と思う。手旗でなくともＹ

キリンよりグラスの氷よりさらに

旗二枚持って岬に立っている

起こさせる。

ＥＳとＮＯなどの対照性を感じて、「岬」に至るまでに積っ

「二枚」の句語に途惑うが、手旗かもしれないと思い、海

た様々のあることを思う。重森流の、川柳における叙情だ。
テレビドラマのラストシーンなど、このような余韻の残し

域を変えられるという観念であることを知りつつ、具体性へ

る。この表現技法を思いつかせたものが「より」の一語で識

な、つまり具体性に伴う「より」へ少し引き込まれそうにな

副詞としての「より」であることを承知しながら、助詞的

方があるが、「何事もなかったような」つまり「何事」かが

重森恒雄

あったのだ。「岬に立っている」も、それまでの経過を経て

の思いをすてられない。きゆういちは、未解決、未了性の書

何事も無かったような泥の跡

という情感の書き方だが、比べれば、「岬」の方が濃度があ
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置から上位の価値へ上昇しない。だからこそ、きゅういちが

のかもしれないが、情は、多くの場合、こころの休息場の位

情への思いが揺曳している。きゅういちは堂々巡りが好きな

川柳に多く書かれる希求性にはいつも実現されることのない

嘲り具合や嘲りの根拠を求めることになるが、きゅういちの

れば、価値が統括されてアイデンティティの稀薄な現実への

き方を、きゅういち流に採り込んだといえる。常套的に評す

ら」「学級界」と複数を示す句語に、川柳の伝統の現在があ

とを感じれば充分なのだ。「かわりばんこ」「草案」「草む

だ。そして助詞「が」の、川柳の伝統を引いた措辞であるこ

そのものとなって行く光景が造形されたと読むだけでいいの

でないなにものかが、それでも、引寄せられて「自己申告」

じらとした世界のどこかの「草むら」へ、人間か植物か定か

自覚する石部明を中心にして存在している。ここでは、しら

こに居るのかとして血祭りにあげられただろう。ほんの一握

た。右の四句など八十年代の川柳界では、作者や主人公はど

日まで、作者不在とか個性が無いなどの評価が横行してい

いなどの一撃が次々と振るわれていた。川柳界でも、つい先

に向かって、人間が書けていないとか、主人公の存在感が薄

半世紀も前。推理小説の登竜門であった新人賞の応募作品

だ。「骨を洗う」という句語自体が人間の生き様に向かう鋭

だ。鴨川を鴨川でありつづけさせる実践があっての「鴨川」

客の視線に興を起こさせるほどの河川であるわけがないの

動派の一面が関わっている。鴨川が自然に任せておいて観光

ち、実践的に汚れた山の整備や木々の生育に関わって行く行

の単純な面白味の底には、松本が環境問題に深い関心をも

の川柳。骸骨と抱擁する怪談は誰もが知っている。実は、こ

く産湯があるときくが、「骨」と言ってしまうところが松本

松本 仁

横澤あや子

のほほんとした冗談が刃物に反転することがある。「鴨

りの、さらにそのなかの二人か三人が、これらの句は、主人

い批判を含んでいるとともに、河原が遺体の捨て場であった

陽炎をこんなに食べてこの死体

同

る。

かわりばんこ野菜ネットに雇われる
同

川柳を書く初発点になっているのだと思うのだが。
山ウドの草案言い合う番外地

川」の「水」を産湯に使った京美人とか、東男も男伊達を磨

公が存在しないということを創造しているのだと読んだだろ

同

自己申告が草むらに出て行った

同

う。本誌はその一握りのなかのもっと僅かな川柳人とその川

歴史が句の裏にある。したがって、「鴨川」の句の前の句

鴨川で洗えば骨も美人なり

鯨尺行きつ戻りつ学級会

柳が、川柳の伝統を戴する系流にあり、伝統の現代的革新を
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節操を暴いているのである。一見のほほんと、結果、ひきつ

現代人の実質が、「陽炎」を「食べて」いるという無思想無

で、松本は「こんなに食べてこの死体」という欲望まみれの

による現代川柳への批判を感じるのはすべて読者ということ

価値が無いかのように感じられる。だから、コメントの無さ

楽々と沃野の風を楽しんでおり、書かれた句にも、対他的な

柳人の受け入れが見える。じつに抽象的な視界だが、兵頭は

は」なのかに、立ち止まるとき、全郎と相い通じ合う沃野に

になっている。なぜ「実」なのか、なぜ「落日には」の「に
立つことになる。

らせる二句のし掛けなのであり、今号の七句が「死」に満ち
松本 仁

ているのだ。
同

兵頭全郎

冥王星へ旅立つ宵の高瀬川

同

銅像も一生遊びに行ったまま

乳飲み子と歩調があえば船は出る

同

イザナミの核に皮膚やら化粧やら

同

山田ゆみ葉

れが知っている川柳らしさの核と未開地への視覚がある。

七句が「飲」という語から書かれているところに、われわ

消すためのぽっちがついた哺乳瓶

立ったまま無数の谺死んでいる

と「銅像」の空虚までも書くところに、松本の現実批判は追
いつめられているのである。一面的に見ればにぎやかでたの

上流へ向かうしかない鏡かな

しい現代川柳の現在だが、川柳が現実に対して弱化している
ことでは川柳史上でまれな事態だといえる。松本はこれを見

女性であることの精神的特性を一般的に言えば、例えば、

ているのだ。

乳幼児期や少年期に見つける性差、父親と母親との違いや、

同

兵頭は松本とちがって、対他、現実に向かって出すべきコ

異性の自分との違いを自覚して行く時期に起因を見ることに

悠久の折り目どおりのラフレシア

メントを持たない。書くべき思いが無いと言っても、ある、

なるだろう。そして身体の違いとともに生活や習慣を含む社

ＹＥＳと言うために胞子をかき混ぜる 同

というときが将来的に生じるかも知れず、「思いが無い」は

会的な差の要素、その史的諸条件などをそれぞれ解きほぐし

兵頭全郎

保留して棚に上げられる。だが、いま、コメントになるべき

てゆく視線を必要とすると同時に、性差の現在性の検証がな

同

意味性を持たないからこそ、川柳がまだ書いていない分野が

飲み水の実をゆり落とすのみの群れ

あるとの望見が生じるのだろう。そこには、言葉とカタチが

ければ、女性性を啓いてはゆけない。同性間の妬心の押さえ

落日にはタマヤカギヤと水を飲む

あり、川柳であるところの伝統的な特性の存在と川柳界、川
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ている事実。このテーマ、縦にも横にも立方体にも見るべき

りごとに女性の特有性があること、それが歴史の現実に働い

れたのかもしれない。「イザナミ」という神話的世界のまつ

マであり、今号の七句は、山田のライフワークの端緒が出さ

さえ難さと、歴史との関わりを見はじめている。大きなテー

性自身も女性性を持っている。山田は、女性性の現実的な押

ア」のように反射的な意識や悪臭をもつ大きな花のように女

久」から繋がっている要素でもあり、「静電気」「ラフレシ

やら」「鏡」に象徴されるそれは「イザナミ」「上流」「悠

難さ、その醜さなども日常性のなかにある。「皮膚やら化粧

ンガであることの麻酔によって、渡辺流川柳の覚醒感覚、鋭

の本然に触れている鋭さであることを忘れている。つまりマ

す悪意や現実へのエグイからかいが共感性以上の人間や世界

ガチックでよいとする読みは、渡辺の川柳の、立つ鳥後を濁

的な共感要素に凭れていることを誰もが認めるだろう。マン

「テポドン」「インフルエンザ」「裁判員」の捉え方が一般

によって成っていることを前提しているのであった。今号の

渡辺流の川柳を同じ位相に置くときに、両者が読者の共感性

ているらしいが、この見方は一面的だった。実は、マンガと

ンガ的インパクトの退化に感じている。本人もこの感を抱い

継続を愉しむ一方で、第一句集『宅配の馬』以来の変化をマ

インパクトの問題ではなく、惰性、共感性の水位が、句と作

事象と「胞子」は尽きない。短いカタチの言語空間で見つめ

者と読者の距離を漫然と縮めているのだ。おそらく「ベラン

さ、マンガのようには受け入れ難い毒素を忘れるのである。

鳥帰るあらゝテポドンどこ行くの

ダマン」が書かれたときに、渡辺は一般的読者、愛煙家との

渡辺隆夫

テポドンに鳥インフルエンザ詰め込んで 同

るものの質が喩となり、句が部厚くなるのは必定だろう。

鳥化して豚インフルエンザあめりかん 同

う」とは、共感要素に立って書かれていたのだが、それは現

共感性に自分の川柳の一つのスパンを見たのだろう。もとも

代社会の贅沢や飽食を批判する毒素を兼ねていた。いま渡辺

と「宅配の馬一頭をどこから食う」に書かれた「どこから食

「マスク外せば」が裁判員制度にまで繋がり、その「女

隆夫は曲がり角に居る。渡辺の川柳には、いつも漱石的な人

同

房」が亭主を弾劾するに及ぶナンセンスは、まさにマンガチ

間観察が感じられるのだが、その犀利な眼光が光りを帯びる

同

ックだ。渡辺は本誌創刊号で川柳とマンガを並べる考え方を

インフルやマスク外せば皆んな豚

提唱、川柳の現在を犀利に論じた。渡辺はマンガチックな佳

には、作者と句の距離が、極度に縮められることが必要なの

豚顔より狐顔して裁判員

句やホームランを何句も本誌で放っている。フアンは、その
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のかもしれない。
畑 美樹

おしまいは紋白蝶のこなのいろ

畑 美樹

「紋白蝶のこなのいろ」という認識があって、その認識は

「おしまい」とともに解体する。この句の場合、一句の循環

ネコもイヌもキミも球体
球体は一ヵ所に止まらない。「隕石よ 空気が切れはじめ

性は、循環すればするほど解体する苦しみを持つが、これに

よって、こころの具体性はカタルシスとなってゆく。『畑美

た紛片の線だ」「応用数の過失は枯野に春が来て」 福(島真

樹集』 セ(レクション柳人１２ 邑書林刊 に)底流する静かな
喜びのような感覚が気になっていたが、畑は、このようなカ

澄 の)句語のカタサを思い、キュビズムやクレーの絵を思わ
せる。短詩型文芸での、叙情の抽象化を経て成されるのかも
しれないと思い、情念が表現化される寸前の意識は、このよ

石部 明

タルシスの感情を早くから体得していたのかもしれない。

青鷺か昼の身体にまといつく

うなものかと想う。この句は、排除された情という見方の逆

同

畑 美樹

少ない。この意味で石部明は現代川柳にとって誠に貴重な存

に、情の成り立つ発端が突っ立っているようだ。
ゆびさきの胡桃ひとつの前のめり

在であり、その句は、時代の変容を受け入れながら生きる現

川柳のテーマに、自身に内在する近代の超克を据える人は

塗りたての壁一枚を持ち帰る

同

代人と、世界への苦笑や批判をイメージ化しつづける苦渋の

このまちも五目おこげを繰り返し

「胡桃」「塗りたての壁」「五目おこげ」を喩と意識する

色合いをもっている。石部の多くの句のおどろおどろしたイ

石部 明

メージは、超克のし難さに悶えて白日下で舞踏するような緊

同

ことは容易く、散文的な発想に還元して読めるのだが、その

肉屋などぼおっと点す銀河沿い

同

とき、喩に浮遊感のようなものが感じられて、読み誤ったか

てのひらのじっと虚空を見つめおり

張感と緊密さがあって、いつも肉体的であるといえる。

布団やや乱れたままに黄泉の国

との思いが湧く。喩に妙な軽さがあり、しかし、静物画のよ
に浮いている図を見たことがあるが、畑の句の浮遊したまま

うな動きのなさ、安定感があるのだ。エッチングで鮭缶が宙
の安定感は何だ、との思いが広がってしまう。川柳を書くと

けむりですからと揉み手で消えてゆく 同

ているモノノケ、最初は平凡な俗人として出てくる能のシテ

この四句など、肉体が外側と軋みあって動けず、ただ立っ

きや、世界の中での畑の位置の取り方が安定しすぎていて、
他者との同化を許さないような、畑の孤独が、じわっと透明
な幕の向こうにあるようなー。
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が徐々に情念の由来を物語ってゆくありさまを思わせる。こ
こまで絞り上げて、耽美的なナルシシズムを排除するところ
に、石部明の川柳の強さがある。この強さ、川柳では稀だ。
四句に書かれている外側は、暖簾に腕押し、一人相撲の虚空
である。これが石部にとっての川柳の動機なのだ。次の二句
水屋より婆ぞろぞろと現るる
同

石部 明

は外側の世界の、質のイメージ化である。
加害者のほうもしずくを言いたてる

「しずく」を浴びせあって同じところに居るじゃありませ
んかと言い合う世界。うがって言えば、弁護士が増えて行く
世界であり、誰がした、皆で、したというじれったさの表出
である。
創刊号のこの欄で幾つかの表現法の予想を書いた。現代川
柳に少し代謝をもたらせるかとの気負いがあり、他文芸での
様々な成果を見るところからの予想であった。今号のアクア
‐ノーツは、はじめて一つのピークを得たと感じられる。六
年掛かって、はじめて、なにかが、このように動いたのだと
いう実感がある。むろんそれゆえに、レベル差が目立ち、な
にかが動いたという感も、他所から見れば苦笑のたねかもし
れないが、すくなくとも、先に逝ってしまった同人の三人に
は、ここまで来たよと言えると思っている。
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石部明選

それは暑いロバが主役の日であった
かぶれない帽子を連れて復員す
三毛猫は神田の生まれ片目なり
ゆれている蟹とチンピラ湾の月
指令あり鍾乳石の伸びている
ギャーでしたその後数年咲きませぬ

モザイクになるまで猫を抱いている
死んでいる人に押されて乗る電車
まだ生きているかも知れぬ本の下
握らせる座薬キャラメルくれた手に
黒き手の上で黒羊羹を切る
包丁を置く一郎の守備位置に

平日のローテーションのブナ林
体温を下げて仔猫をより分ける
喉元を過ぎるお相撲さんの肌
４Ｂの線が死装束となる
屍のポーズへコトコトと揚羽
法服を雑木林に吊り下げる

平賀胤壽

北沢瞳

き ゅう いち

湖南

枚方

茨木
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緩いカーブで抽象が臭いはじめ
わがひと 花粉の 死へ跳ぼうよ
連歌師のひらひら落とすせみくじら
王様の舐めるペニスは紐だよう
茂吉病院まで青い鳥を皿にのせて
壊れたので下弦の月にぶらさげる

生えたのか さわがしい冷暗所
ちちははを並べ木箱のひき笑い
さしつかえなければ川を用意する
父さんにペットボトルのフタをする
たばこ屋は痒みに堪えている魔王
広がった穴の途中の剥製屋
熱病を患った日から亡命者
まさぐれば声なき港町の午後
そそくさと杣道とじる支度かな
きっかけを失い目覚めからターン
ドクダミの白をもっといたわりなさい
脱皮する すでに動かぬ心電図

湊圭史

榊陽子

山 田 ゆみ葉

京都

川西

京都

ボタン押せばくるり赤道巻き取られ
くくられてうれしそうなり銀の匙
うつくしき少女あごひげのばしおり
日焼け止め忘れアポロンの大弱り
自転車のなかの竜骨突起かな
ふりむくと二十一人ついてくる

じんべい鮫は圏外なのか全裸なのか
セーターの穴も兄貴もそのままに
桜餅葉は食べるべし脱がすべし
ウィルスも銭も掴めず立ち尽す
薫風にすべての舌を干しておく
靴ひもの長い少女に募金する

ぶすじゃぶすじゃと千切っては投げ
ブ男もゴーヤもドアも丸くなる
キャンディーの中のピエロよ夏の雨
万華鏡ほろほろブスが跳ね返る
流れとはひっきりなしの美少年

兵頭全郎

草地豊子

江 口 ちかる

高槻

津山

東京
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舟べりを粛々舐める会議室
解けた人からグラビアで微笑せよ
議事録に気怠い中華料理店
借景に打ち出の小槌捨てられて
二羽三羽飛び発ってゆく羽根布団
巻尺の最後の目盛まで読むな
庭の木に声引っかけて一マイル
高らかに泣いてスイカは生ぬるい
ハイヤーを呼ぼうと騒いでいるリボン
白昼に眠る拡声器の中で
隣人は非常階段からひらり
石臼はしずかに回る青い痣
偽証してそろそろ動く蟹の足
全身が薊になって死んでいる
深呼吸して水底の骨拾う
麦発芽虹は未必の故意だろう
灰色の麦は狂ったままで立つ
吹き寄せに忌中の舟と目病み猫
みずがめの淵で分解する両手
体から鎖が消えた日の小鬢
ポスターのボクサーほどの喉仏

筒井祥文

富 山 や よい

進藤一車

くんじろう

京都

京都

札幌

大阪

星人のリスト選ばれますように
聖五月迷子になった接続詞
おすすめのディナー妄想竹コース
隠れ家にエール泰山木の花
なめらかに掬う会計検査院

吉松澄子

松山

松山

熊本

井 上 せい子

いわ さ き 楊 子

京都

水のある方へと白いワンピース
つるつるぷるぷるロボットのお肌
あじさいに「しかし」を借りたままの夏
眉の濃いカサブランカの弁護人
全天候型商店街の夏期講座

白線の真上に立っていいですか
腐るまでときどき開ける冷蔵庫
目の粗いザルに残った右鎖骨
ひとの眸がびっしり浮かぶ凪の海
あわてるな鮑ひっくり返すとき

環

寝袋に痒い蛍が二三匹
点滅烟る都会の犬歯たち
木魚多発 坂をはずそうではないか
二代目のおたまじゃくしの紐らしい
赤富士の裏も横綱フライング
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やっぱりと大きな蓋が動きだす
ふり返るときの顔だね全部だね
風のある細いところをまた探す
明るさを問われて穴を掘っている
顔であることがかすかにわかる顔
誰か来て楕円の箱を置いてゆく
体内に意味のない片仮名の羅列
いつになくキーマカレーの鼻の下
折り紙は内へ転がる魂に似ている
美意識のガラスの中の呼吸法
箸箱の中まで香る菊の花
スプーンでつつく運動場の端
鍋底の少女っぽさをこそげ取る
メリケン粉まぶし更地ができあがる
少女ひとりさらって傘が閉じており
鶏の頭を越える三塁打
迎撃の用意で忙しい桜
春うらら百瀬の瀧に喘ぐ魚
愛人をミニ会席にしてしまう
丸焼きにするぞと林檎慰める

徳永政二

蟹口和枝

井 上 しのぶ

重森恒雄

滋賀

京都

大阪

彦根

大阪の夕焼け空を縫い綴じる
梅雨空のここにハンコをいただいて
賊逃がす尺貫法に直す間に
夢の兵濡れた国旗を振り続け
総裁の耳だか餃子だかビミョー

西 村 みなみ

松原典子

前田一石

峯裕見子

倉敷

岡山

玉野

大津

坂のぼる沼のソプラノ森の闇
空間はブルーに染めて戯れる
リンゴの芯したたかにあり都会暮し
ギリシャ民話を抜け出して魚眠る
スタートラインに揃ってからの塩かげん

一本のさくら担いで行く家族
不用品ぶつからぬよう燻し出す
出生地に敷きつめてある死後の朝
物置の鉄瓶が滾る花ぐもり
身勝手な距離から飛ばす桃の種

むらさきを流しつづける天王寺
梔子の裏はおぼろでございます
生家からじわりと剥がされる肢体
体温をもらう入江のふりをして
座蒲団の裏で身動きとれぬ眉
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蒼天の千手観音まで疾る
洗いあげ祠へしまうエピグラフ
みひらきに束の間とだけ書いてある
夾竹桃あれから長い留守の家
すいかずら
代書屋のゆびに這わせる忍冬
銀河 血を水を零して君らの土地
凍土ぬるり銃になれずに兄らの骨
ペガサスは軍艦島は蒼を脱ぐ
Ａ型と夜の官邸を行き過ぎる
はね
少年の翅落としゆく人間紀
その顔が騒乱罪になるのです
チェンジだと言ったまんまの腹上死
アンケートの後で電極触らせる
イグアナになるまでレンタルで済ます
高官が浮いてる水のないプール
シャチハタや山手線へマーキング
森光子沓脱ぎ石は分水嶺
米噛をネズミは走り玉子は夜泣き
蛇苺 女城主の謀
笑いのツボと交信してる逆さ富士

内田真理子

中川一

丸山進

岩根彰子

京都

箕面

瀬戸

京都

江尻容子

柴田夕起子
集落の午前と午後を見て回る
梔子が咲いたよメロン熟したか
天丼の天プラそっとめくる癖
こだわりはピアスではなくしょう油です
頼りない神に差し出す新キャベツ

岡山

岡山

口ごもる睫毛のあたりから曇り
風呂敷に包み黙ってついていく
逃げまいと夕陽に止まる路線バス
鳥籠の鳥の三羽の花疲れ
桜雨待つというのはむず痒い

北海道

茨木

高橋蘭

森茂俊

友達の茶を借りにくる明烏
山鳩にピンクの下着貸したまま
シャンプーの時間に水色の鸚鵡
ペンギンと回り道する乳母車
また明日虹を追ってる信天翁

隊列は解かれぬ墓までのさくら
着ぐるみのままでバザーに出しておく
ラップ音 経帷子はセピア色
蜉蝣の女どき男どきを観覧車
寝袋へ詰めこんでおく草の種
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妖怪のまちまで空缶蹴りながら
ざんざ降りだから前科も丸洗い
鍋釜をみがいて類縁疎しとも
ホーロク
焙烙で支持率豆とを煎っておる
うしろ手に舅がかくした蘭麝香
かきつばた連れて回って疲れたわ
右半球にぴあぴあ魚の声を聴く
分量ぴったり女形の役がつく
飛べない羽が赤く大きく育つのよ
その男の陰にイタリアが見える
自転車はサンカクマタの少年兵
嗤われたり撫でられたりする馬の骨
透明な桃を探しに急ぐ川
Ｙ字路に国の品格まむし草
不健全図書と呼ばれて帰るかな
ノーギャラでいい という蓮華がわっと
筍と昆布のべたべたしない距離
かまびす
秘境ではアキバ神輿が囂し
納棺夫棚へ上って十字切る
駄目 だめ ダメと入国管理局

岡崎一也

田中節子

滋野さち

澤田勝冬

岡山

神戸

青森

千葉

手を挙げて前へまえへと咲くあやめ
腓返りうっすら笑っているバケツ
折山をつたい渋滞気味である
裁判印クロスワードは埋められる
心療科混みじゃがいもの芽は伸びる

ジャンケンに負けた新芽が落ちてゆく
後頭部静かによぎるチンドン屋
靴の紐結び直して春にする
パズルのひとつひとつが刺客になる
以下省略父の積木は崩される

葉桜にまだ滲んでる被爆絵図
家系図の星を猿の尾がしばく
鍵穴に鼻をねじ込む癖がある
エコバッグ提げて鰐の背を渡る
温度差へ魚の磁石が狂い出す

畑佳余子

玉野

津山

東京

相模原

前 田 ひろえ

瀧正治

や ま も と じろう
あたたかい声を抱えて眠りだす
なじもうとする目と目 いっぱいに開け
ガイコツが脳膜よぎるシュミレート
眼球が冗談口に向いている
黒ずんで一歩近付く献体に

36

繰り返し洗うわたしの地平線
歪んでるところ弱っているところ
ベランダの隅っこに置く剣道具
きのうよりすこし小さくつくる顔
おしまいにしよう穴はひとだかり
ふるさとの言葉で眼鏡拭いている
ほろ苦いジョークを義歯で噛み砕く
雑草が伸びる耳から後頭部
もくもくと眉の上から雲が湧く
膀胱の辺りで発射ベルが鳴る
火縄銃お前は落着きすぎている
悪人に近い自己採点をする
後向きでおんな振り向いておとこ
どの船に乗ろう帰らぬ船もある
ドミノ倒しの苦労いつかは報われる
標本の骨だけ残すピラニア科
敵兵を助ける自虐する兵士
目ざわりな男の訃報風抜ける
生真面を鬼が逆なでする真昼
歯車が一つだけこわれたと言う

柴田美都

東 おさ む

福岡

岡山

岡山

加古川

山口流木

斉藤幸男

祖母の差す日傘を蟻がめぐってる
粉砂糖指のほてりにゆるくなり
春嵐さくらの花を巣立たせる
ミステリートレインが着く猿の星
びわの汁したたる腕に澪のあり

日向ぼこ三文判で足りる鬱
ゆく先を問われて風は裏返り
因習に巻かれぶくぶく蟹の泡
防波堤薬の瓶の揺れる音
瘡蓋を覗いて捻を巻き直す

ニヒリズム一身上が濡れている
おっこちるたびにコロンと赤ん坊
ピーナツ諸君あれは幻だったのか
ぎっしりと湯をあふれさせ洗うもの
おっさんになったら論じあいましょう

憂鬱なアボガドきっと快復期
ゆきずりに捨てたセリフが指図する
曇天のもれなく付いてくる殺意
スタミナが落ちて予期せぬ擦り傷
生え際へ注ぐ他人のような息

竹本妙子

松本藍

藤成操江

飯島章友

倉敷

津山

岡山

東京
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階段を上って下りて道がない
入りたい群れに届かず左折する
祈ります阿修羅須菩提ガラス玉
ガラクタ除くな空っぽの骨である
群れにはぐれて行く大恐竜展
白骨の虚を風は無言で拾う
境涯を他人の耳と比べない
葛藤の日々弦の切れた楽器
必死のあまり幻の背を見ている
執拗な雨の輪の中立て直す

矢吹雅男

竹 内 ヤス子

岡山

東京

愛知

加古郡

安藤映

植田眞佐美
サイズは二十五さみしい足洗う
パレットから漂って行くさくらさくら
心電図黴びた部分を干している
恋なんて南極よりも遠いもの
野を行けば共鳴音が聞えてくる
動いてないＯＵＴＰＵＴをしていない
ワタシって なんて素晴らしいと叫べ
多分しあわせ軟体動物で生きる
ワタクシが弱気な卵かもしれぬ
てんまりが弾むぽんぽん逃げていく

北 詰 と し子

川路泰山

牧田浩子

高砂

島田

岡山

人間も蝶も迷わす花盛り
山脈に軍隊蟻がぶらさがる
ライバルをレンズの底にもぐらせる
コーヒーを混ぜると浮いてくる阿修羅
床の間で弱音をころしている刀

交尾する只それだけの虹の橋
レスビアン男が消えて詮もなし
人情の影すらもたず樹が太る
赤い絨毯ご機嫌の昼寝場所
殺し文句で裏木戸をこじ開ける

母の忌を親子ツバメの声高し
送り出し余情の残る車椅子
彼岸までプライド持って逝った母
トンネルを抜けて初夏の靴買いに
一列のマスク人間以下同文
感染度箱からとんで出る言葉
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朝霧のように詩はやって来る
本は本で安眠できる場所がない
死ぬなと言い自分が死ぬこと考える
去年から喘息でしてとバスの中
亡国はかき氷のようにじゅるじゅると
波の上リズム漂う我が手足
白線はちぎれちぎれて余波ばかり
水たまり踏んだ昔の大通り
正論は空に漂う白い雲
何食わぬ顔で昔を送り出す
山越えて赤い実のなる木を捜す
靴紐が解けて仲々走れない
飽きもせず自転車漕いで日が暮れる
ミレーの絵時代錯誤とコンバイン
燃えながら大きな橋が渡れない
今更と思うワルツにまた出合う
開花した桜も不満つのらせる
八月や余波を楽しむふりをする
余波つづき疲れましたと猫笑う

愛知

加古川

たつの

加古川

ふゆ のゆ ふ

目野昭子

頃安邦雄

関本久子

両足で歩いていても浮いている
片足で立っているには重すぎる
この枝は私好みの曲り方
引き抜くとひげの根っこが泣いている

生卵の重さを指が憶える
死体は二つお身許へと届く
草むらへ人を転がす蛇苺
言いたいことはそれだけだった夏の陣
薬局の棚より古い地図を出す
ふしだらな遊びスイミングスクール

島津美智子

相生

神奈川

島根

渡辺隆夫

金築雨学

飲んだら脱ぐな脱ぐなら飲むな
結婚か結核か選ぶ芸人
オフィーリアの清潔なバックストローク
ソマリアの魚の腹より海賊船
日の丸と官房長官の上下関係
若ものにパンデミックな夏来たる
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即興で水をこぼして見せようか
風騒ぐ皿の模様が気に入らぬ
雨だれのリズムあふれるぬいぐるみ
オカリナを持っていないと激怒する
盗聴を見据えて揺れるライラック
貝殻の形に資料積み上げる

人形埋めたあたりから仮面の森
桜闇全身ゼリーの禽獣ら
花の色は 髄液うすきまま仮寝
滝の音は 記憶が淀む渦の街
カリフォルニアの驕りの永久運動機
ゴマ粒大の太郎ケシ粒大の次郎

吉澤久良

小池正博

京都

大阪
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ウィンド︲ノーツを読む

石臼と青い痣

石部

明

握らせる座薬キャラメルくれた手に

同

北沢の句の作中主体はいつも黒い影である。めくってもめ

くっても際限もなく黒い影が揺らいでいる。たとえば「モザ

イクになるまで」の、「猫を抱いている」曖昧で透明な影

は、「モザイク」の向こうで、あるいは「モザイク」そのも

遊びが過ぎたが、ふと気がつけば隻眼の猫に背後からじっと

それを懐かしがるものもいないだろう。と句を読みながらの

なおらねえ」とオチのつく広沢虎造の浪曲は有名だが、もう

いねえ食いねえ寿司食いねえ。あげくに「バカは死ななきゃ

のやりとり。江戸っ子だってねえ・・神田の生れよ、さあ食

遠州森の石松の、旅の帰りの三十石船に乗り合わせた客と

ないが、あえて虚構の中に自らを追い詰めて、日常から逸れ

とキャラメル」も、それらの影を作者の分身というつもりは

ばを発しながら。何やら意味ありげな影が重なりあう「座薬

っているのかも知れない。かすかに「シネッ」と小さくこと

る。そしてまた私も、誰かの背を押す「死んでいる人」にな

押されて」いるような気配で、ぶるっと身震いすることがあ

の電車に押されながら乗るとき、確かに「死んでいるひとに

な、不安に読み手は駆り立てられる。朝夕のラッシュアワー

のとして、うっすらと笑いながらこちらを正視しているよう

うかがわれているような、不気味な滑稽さに襲われる。たと

てゆくどの影にも生の痛みが張り付いている。

きゅういち

えば「それは暑いロバが主役の日であった」「かぶれない帽

三毛猫は神田の生まれ片目なり

子を連れて復員す」、あるいは「ギャーでしたその後数年咲

一般に、切れ字、あるいは「切れ」という装置を持たない

湊圭史

とされている川柳では、切れ、あるいは飛躍の効果を「一字

わがひと 花粉の 死へ跳ぼうよ

ったんはことばで作り上げた日常から、少しずつずれなが

空け」に求めることがある。しかし、一句に二か所の「一字

きませぬ」にしても「神田の生まれ片目なり」にしても、い
ら、ふと気づけば、読み手はきゅういちの異界に取り残され

よ」と幻視的感覚の言葉が、一字開けの飛躍によって、じか

ているのに気づく。読むものはくれぐれも帰り道を見失わな
北沢瞳

に詩そのものを感じさせる構造になっている。隠されたメッ

空け」はあまり見かけない。だが、「花粉の 死へ跳ぼう

モザイクになるまで猫を抱いている

同

いように。
死んでいる人に押されて乗る電車

41

連歌師のひらひら落とすせみくじら

湊圭史

セージとして、「詩へ跳ぼうよ」は穿ちすぎか。
もともと川柳は、表現したい感情なり思想を、うまく伝え
るために苦心する創作であった。読み手もまた、一句の中の

れる意〉という説もある。あの、誰も寄せ付けないように棘

で覆われた花を思い浮かべたとき、すでにこの句の読みは完

了し、それから先へ想像を広げる働きは断念するほかなかっ
た。

離し、意味を超えた意味、あるいは言葉の新しい意味の器と

ように思えてくる。まず伝達するための機能から言葉を切り

いて図鑑をまる写しすることも、さして重要なことではない

歌師」の乏しい知識を絞り出すことも、「せみくじら」につ

の誌に浸透しつつある。という前提でこの句を読めば、「連

時代」を見直し、あたらしい言葉の世界をまさぐる機運はこ

どがさまざまな実験を繰り返し、彼らばかりではなく「私と

ば、言葉の不実を実感するところから、小池や吉澤、全郎な

かし、現代の川柳はその図式を疑うところから、言い換えれ

で、作者の苦心のあげくに「青い痣」を得たと考えたい。い

係が近すぎれば平凡になり、遠すぎれば難解になるその狭間

一句の成果がかかっているだけに、取り合わせることばの関

ある。特にこの句の場合は、「石臼」に何を取り合わすかに

で、思いがけない世界が現れるかも知れないという考え方も

ばをねじったり、ずらしたり、あるいは破壊を試みること

とも言えるのだが、あえて正当であることを拒否して、こと

を傾げるはずだ。そして、ある意味では首を傾げる方が正当

ある。だが大抵の読み手は「青い痣」に突き当り、そこで首

「石臼」に、人生や、人のあり方をかさねるという読み方は

義務として、あるいは宿命として、しずかに回り続ける

進藤一車

して一句があるのではないか。日常的などんな意味も伝えて

つも不条理や不可解さをもって、自分の世界を構築しょうと

石臼はしずかに回る青い痣

いないし、現実のどんな事象ともそぐわない固有の景とし

する作者の、この一句に好意を寄せれば、「青痣」によっ

作者の心を読み取るという図式のうえに成り立っていた。し

て、読み手は新鮮なおどろきを持って、自分のイメージの中

ってくる。

に、この句を取り入れることができれば、それが「意味を超
進藤一車

て、永遠に回り続ける「石臼」の、自負と傷痕が浮かびあが

全身が薊になって死んでいる

二代目のおたまじゃくしの紐らしい

二代目はおろか三代、四代とつづく政治家の世襲がにわか

環

えた意味」として私たちに伝わったことになる。
非業の死なのか。死んでなお無念を残す死者の思いを託さ
れた「薊」の名前の由来は「アザム」〈傷つける、驚きあき
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も奇妙で、愉快ですらある。だが「紐らしい」と一つの意味

に喧しいが、「二代目のおたまじゃくし」というのは、何と

るまでの一幕、そしてその後の時間の経過。一篇の小説が語

りも人の気配のしない家がある。その家が「留守の家」とな

やたらに高い「夾竹桃」に遮られるようにして、夏の日盛

岩根彰子

が与えられることによって、一句の世界は、ただのおたまじ

同

られ始まるときに立ち会ったような、映画のワンシーンが映

シャチハタや山手線へマーキング

し出されるような端正な一句。
森光子沓脱ぎ石は分水嶺

ゃくしから、魑魅魍魎の中を小ざかしく泳ぎまわる人間世界
主体性もない紐らしい」と、おたまじゃくしではなく、まだ

の縮図へと移行する。もっと強引に言えば、「二代目の何の
尾の取れないあなたへの痛烈なメッセージでもある。

箱もある。だが、正体不明の「誰か来て」、さりげなく置い

投票箱、文箱、赤ん坊をあやす揺り籠も箱の一種だし、宝石

論、「楕円の」救急箱、げた箱、ゴミ箱、工具箱、裁縫箱、

相応しくないが、やはりさまざまな柩を想起してしまう。勿

箱と言えば柩に直結してしまう私の習性は、鑑賞者として

響しあい、一句としてあたらしい意味をはらんで立ち上がっ

石」「分水嶺」が、それぞれの単語の意味を保有しながら影

にしてしまうかも知れない。あるいは、「森光子」「沓脱ぎ

ばの体系を逸れて固有の世界を目指す、作者の意図を台無し

タ」でこと足りる、と読んでしまったのでは、一義的なこと

であれば、マーキングは、便利だがやや安直の「シャチハ

馬場まで、近いのは外回りか内回りか。その程度を調べるの

の山手線で、高田の

てゆく箱はまぎれもなく柩であろうし、まるで死を予告され

たとえば、駅数 駅、総距離 ・

たような箱を、まじまじと見つめながら作者は、あら、私が

てくるかどうか。 号に「妹に続いて姉も出奔す」「白バラ

蟹口和枝

5
k

死を予約したのかしらと、錯覚しながら戸惑う情景すら一句

誰か来て楕円の箱を置いてゆく
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示なのかも知れない。「体内に意味のない片仮名の羅列」

に、箱を眼前に、生死の境すらおぼろになる作者の精神の暗

の後ろに揺れて見える。「楕円」は箱の形状であると同時

うことができた。そして今回は、その実験的な句として受け

中にあることばの新しい意味を模索する真摯な姿勢をうかが

「中間のハンドバックにある威嚇」もまじっていて、自分の

どに、「迷走が続く冬日のトコロテン」という佳句もあり、

とコスモス程の間柄」「転がって木の実のひとつ有頂天」な

取ったが、続けることを前提に次号を楽しみに待ちたい。

「美意識のガラスの中の呼吸法」はまだ理屈が先行している
内田真理子

感があるが、詩化への試みは評価したい。
夾竹桃あれから長い留守の家
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29

25

滋野さち
句になった。

勝冬の句はことばを持って、自らの内部の何かを突き動か

Ｙ字路に国の品格まむし草

そうとする気迫はあるのだが、やや独断的にすぎる傾向があ

澤田勝冬

国の品格は民が作るもの、という前提に立てば、この句は

る。だが彼のうちにある欲望や苦悩、違和感などに、反語的

ノーギャラでいい という蓮華がわっと

国民への痛烈なしっぺ返しになるのだが、たとえば選択の

同

「Ｙ字路」に立たされた国家が、物質的な豊かさと、精神文

な一種の生命力が与えられ、勝冬の劇が生まれる。 号の

不健全図書と呼ばれて帰るかな

化のどちらを選んだか。「品位ある国」を過去のものにして

を享受したのではなかったか。何度かさしかかった「Ｙ字

が、物質的な充実を幸福と錯覚し、民はもろ手をあげてそれ

しまったのは、戦後の繁栄という遠い時代のことであった

にまみれた「蓮華がわっと」迫ってくるダイナミズムに圧倒

的な句だが、この句の変則的な一字空けの仕掛けを経て、俗

「あんぐりにぼっとうしたしひじょうぐち」などはその典型

吉澤久良

立ち止まり、「人形埋めたあたりから仮面の森」は、「仮面

極端にいえば、「永久運動機」という単語だけでこの句に

カリフォルニアの驕りの永久運動機

される。

持をもったふてぶてしい自覚であろう。
眼前の「献体に」一歩近づくのではない。自らが「献体

いう不条理な構図に魅かれる。唐突だが、人形師、四谷シモ

の驕りの」結果として「永久運動機」なるものが存在すると

が、インスピレーションで捉えた一句の、「カリフォルニア

の森」だけで素通りした。読み手とはそれほど勝手なものだ

に」なるプロセスとして「黒ずんで」ゆく知覚。それは生の

黒ずんで一歩近付く献体に

現実に対して、つねに鋭く目覚めていることを表し、その背

ンの作る「機械仕掛けの少女」など一連の作とおなじモチー

川上弘美の小説にもあったが、「びわの汁」がしたたり、

さ（驕り）の中で、世界を凌駕する存在になるに違いないと

であれば、それはアメリカを象徴するカリフォルニアの明る

フの、悪意とエロスといかがわしさに満ちた「永久運動機」

水路のように腕を伝わってゆく。ただそれだけのことが、生

妄想は際限もない。

飯島章友

の祈りをこめた「澪のあり」によって、精神性にまで及ぶ佳

びわの汁したたる腕に澪のあり

景に死に向かう謙虚さが置かれている。

やまもとじろう

草」の象徴性が、よりこの一句を際立たせる。二句目は、矜

一方の道をつき進んだ結果として今の国家がある。「まむし

路」も、腹の満たされた国民は考えることを放棄し、貪欲に
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や人参は…、とわいわいやっていると、八十歳のおばあさん
言葉の波間
が「豆腐は一丁で五人前、人参や牛蒡は大きさで違うけん現
「都の中に多き人、死なざるはあるべからず、一日一人二
物ば見て、目で切ってみんね。そうすりゃどんくらい要るか
人のみならむや。鳥部野、舟岡、さらぬ野山にも送る数多か
計算できるやろ―」と事もなげである。
る日はあれども、送らぬ日はなし」（徒然草・百三十七段）
豆腐は何センチ角？牛蒡の厚さは…とぎくしゃくしながら
も予定の十時半までには何とかお膳の準備が整った。
いつからか朝刊に周辺住民の訃報が掲載されるようになっ
や
がて出棺も終わり、霊柩車が最後の別れの警笛を鳴らし
た。新聞を開くとついそこに目が行く。
て
静
かに出て行った。何度聞いてもあの警笛は涙を誘う。
いまもむかしも、送る数多かる日はあれども、送らぬ日は
身の回りの友達にも親を見送ったり介護中だったりが多く
なしである。
なった。私自身両親はずい分前に亡くなったが、
このごろ死者を見送ることが多くなった。
送らぬ日はなし
今九十三歳の叔母を介護中である。死というも
つい先日もご近所の九十四歳のおばあさん
のが他人ごとではなくなった。
松永 千秋
が亡くなられた。最近お葬式は斎場でという
つい半月前には、大事な川柳の仲間が亡くな
ところが多いのだが、娘さんがぜひ住み慣れ
った。六十九歳は早過ぎる。
ま
た家から送り出したいということで、自宅でのお葬式であった。
―所詮我々は自分で夢の間に製造した爆裂弾を、思ひ思ひ
いだ
私の地方では各部落に衆治という小さな助け合いの組織が
に抱きながら一人残らず、死という遠い所へ、談笑しつゝ歩
あって、お葬式一斉はその衆治の手で行われる。男性陣は棺
いていくのではないだろうか。唯どんなものを抱いているの
ひと
の準備から、お寺、役所などの外回り、受付等の一切を。女
か、他も知らず自分も知らないので仕合せなんだろう―と
性陣は台所仕事を委される。私たち女九人は、故人との食い
は、夏目漱石の『硝子戸の中』の一文である。
別れの儀式、出立の膳（ウッタチノゼン）のための煮炊きで
生と死はきっぱりと対立するものではなく、常に共存して
ある。味噌汁、煮〆、膾と簡単なものではあるが、何しろ六
いるものだと実感する。果たして遠いか近いか何もかも分か
十人分。味噌汁の具の豆腐は一体何丁いるの…、煮〆の牛蒡
らないが私もひたすら死という所へ向かって歩いている。
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「雨に咲く花」はラムネの追想歌

くちごもりくちごもりまだラムネ瓶

国境を塞いでしまうラムネ玉

息吸ってハイ息止めてラムネ瓶

ため息はラムネ曇天パーセント

夏服や幽体離脱するラムネ

夕焼の向うへラムネのゲップ吐く

さくらは嫌いラムネを一気飲みにする

生き恥を晒すつもりでいるラムネ

フィクションの好きなラムネをあたためて

おもいで村の夫人がにらむラムネびん

純文学のページ自家製レモネード

ラムネビンほたるゆうるり舞って来る

ひとしきり笑ったあとのラムネビン

夕焼が溢れつづけるラムネビン

ストローも会話も曲げぬラムネ水

まっすぐにラムネは解熱してくれる

河口堰逆上ってゆくラムネ瓶

ラムネ玉透かす少女Ａの屈折

ラムネ壜振る遠い日の潮騒

竹本妙子

吉松澄子

内田真理子

内田真理子

草地豊子

榊陽子

榊陽子

岡崎一也

岡崎一也

やまもとじろう

やまもとじろう

高橋こう子

高橋こう子

畑佳余子

畑佳余子

畑佳余子

瀬川瑞紀

松本藍

ふゆのゆふ

植田眞佐美

植田眞佐美

ラムネ売り一日海に背を向けて

天守閣ネネに差し出すレモネード

ラムネ飲む画素数なんか気にしない

ラムネ玉夏のキリンの涙です

ラムネならイージス艦に聞きなさい

ラムネ玉ことりと落ちて以後黙秘

少年の行く手にラムネの栓抜き

ラムネ玉微温い男の草いきれ

やわらかな唇欲しているラムネ

流れつくぬるいラムネの喉仏

サイダーもラムネもヘソを曲げている

ラムネ玉雑木林を転がりぬ

麗しきラムネの瓶の立ち姿

ラムネ飲む「宵待ち草」が聞こえくる

不器用な人を探しているラムネ

十円にこだわっているラムネ水

じいさんが大好きだったラムネ菓子

先ず下駄を履いてラムネを買いに行く

小野田仲江

草地豊子

丸山進

飯島章友

壷内半酔

川路泰山

斉藤幸男

岩根彰子

小野田仲江

榊陽子

平賀胤壽

平賀胤壽

吉松澄子

丸山進

柴田夕起子

柴田夕起子

島津美智子

瀧正治

重森恒雄

二階から降りてラムネの聴く吐息

瀧正治

ラ ム ネ の 壜 の 形 が 変 わ ら な い の は 何 故 か を 考 え て い る。

特選

ラムネ瓶割って過去から巣立ちする

選と評

課題吟「ラムネ」
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ウィスキーボトルや焼酎などの容器は色いろあって飲ま
なくても見ているだけで楽しい、事もないか。ラムネの
壜は実は定型なのである。五七五。そしてすんなりとは
飲ませてくれないあのラムネ玉の小憎らしさを愉しむよ
うになっている。コップから飲む川柳は詰まらないし、
尿路結石のようでは苦しいだけだ。美しく憎たらしいラ

吉松澄子

ムネの玉を感じながらの時間。そして、句の立ち姿の麗
しさも大切だと思いつつ・・・。
麗しきラムネの壜の立ち姿

いきなりこんな句があって驚いている。着飾っていな
いけれども夏の暑さにも背筋を伸ばしてたっている姿は

サイダーもラムネもヘソを曲げている

川路泰山

平賀胤壽

凛として美しく、懐かしく、頼もしい。

ラムネ玉ことりと落ちて以後黙秘

炭酸水を含みながら誰も自分のことを分かってくれな
いと思い込んでいく少年、ビールや焼酎の臍も曲がって
いるのに気付くまでのほほえましい一時は、ラムネ玉が
落ちたときに終わるのであればいいが。三十年前の恨み
を生きがいにされても困る。

少年の行く手にラムネの栓抜き

斉藤幸男

そして少年が近づいていく危険なもの。それで解決し

ては「いつまでも少年のようね」といわれることはなく

なり、「金を儲ける事はイケナイコトですか」などと嘯

ラムネ玉微温い男の草いきれ

飯島章友

岩根彰子

くことになる。

ラムネ玉夏のキリンの涙です

報われることのない汗をだらだら流して、熱い息を吐

く男の、今さら努力賞を望んでいるわけでもなく、何と

かの気分一新で飲むラムネの玉の引っかかり具合が身に

ラムネ飲む画素数なんか気にしない

草地豊子

丸山進

つまされる。大きな目からふと溢れる涙がある。

天守閣ネネに差し出すレモネード

肝心なところが分からないと嘆くよりも、口に広がる

小野田仲江

ラムネの素晴らしさを味わうことにしましょう。ネネ様
のご機嫌も直れば最高。

ラムネ売り一日海に背を向けて

何やかやの世界を売ってラムネ屋のオッチャンの黄色
い歯が二三本抜けている。

次回は 「蛸」くんじろう選 です
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小特集 ︱ 石田柊馬をやっつけろ
広瀬 ちえみ

を置いていいのかわからないほど照れている。だから読むほう
も照れてしまう。

山の向うにやさしいもなかが待っている

柊馬作品には食べ物の用語がたくさん出てくる。これは「も

なか」シリーズの一句なのだが、さみしさや哀しさ、ユーモア

チンピラははにかみ屋
自称「チンピラ」として石田柊馬は「川柳が川柳であるとこ

もそしてエロチックにも表現されていて「待っている」と言っ

作品はどんなに照れてもいい。ところが、柊馬は論の中でも

ろの川柳性について、いわゆる川柳界がのんきで無神経であり

をおいて「川柳ジャーナル」「川柳サーカス」「コン・ティ

照れて筋をあやふやにしていることがあるのだ。それが文章を

てしまったことに含羞を持っている。多くの難解作品の中で私

キ」と雑誌を起こし果敢に論を展開してきた。そして「バック

ことのほか難解にしているのではないだろうか。文章の中でわ

つづけることに絶望しつづけ、読解力のない多くの選者が見落

ストローク」での現在に至る。もはや川柳界には「チンピラ」

からないところがあればそこは柊馬がはっきり言ってしまうこ

を引き付けるのは、柊馬のリリカルなナルシシズムとはにかん

はいなくなりつつあり、柊馬は貴重な絶滅危惧種の「チンピ

とを恥ずかしがっているところだ。読者がもっとも知りたいと

とすことに苛立ちつつ今日に至った。いまにして思う、無視こ

ラ」である。しかし、チンピラ柊馬は難解である。何が難解に

ころではにかんでしまう。ここにあることばがどこにつながる

だ表情を思い起こさせるものたちだ。

しているのか。柊馬の作品を読むと私は、いつも彼の「リリシ

そ権力の武器であった」と、若い頃から革新といわれる中に身

ズム」に突き当たる。「彼は社会派でもあるが、リリシズムの

柳サーカス』で柊馬は『句会の課題がフィクションとかコピー

セレクション柳人２『石田柊馬集』の中で渡辺隆夫は、「『川

のか照れずに言ってほしいものである。

ひとだ！」と思う。ところが柊馬は、どうも己のリリシズムに
非常に照れているようなのだ。
おそらく「妖精」の題詠ではないかと思われるが「ハニカ

「懸念」というところに驚かざるを得ない。現在、石田柊馬は

る』と懸念を表明している」と書いているが、「作者の思い」

指向にむすびつき、作者の思いとは遠いところで作品化され

ミ」がこの句を魅力的にしている。「絶対」などと普通は言わ

意味にもたれる作品や「思い」の表白よりも「ことば」に重き

妖精は酢豚に似ている絶対似ている

ない。言ってしまったあとの恥ずかしさに柊馬自身がどこに身
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自身が検証することも大切なのではないだろうか。

てきたということになるのだろうか。それならその変化を自分

をおいた論を展開していることを鑑みると、石田柊馬は変化し

かなりの部分を照らしているように思えるのだ。

というものがあるとすればこのイメージと構造は柊馬の作品の

態による生々しい営為のぎらつきを得ているが、作家に原風景

静物にしてはならない五月のパン

みにくき園児らの列 鳥類ふとり

そして、園児の列の飽食に飢えとも怒りともつかないものの

現実との交差のない主張を遠ざける視線が常にあるように思

露出、それはあのぎらつきにも起因する。柊馬の書くものには

う。「五月」が意味を持った日のパンのように具体的な裏付け

清水かおり

ストローと匕首をもつ聖家族

柊 と 馬

切腹のはなしを恍と聖家族

をされて観念になる過程を見せなければ納得しないのだ。

釜めしが行く大空の熱さなり

聖晩餐 銀器にやらしきもの展げ
石田柊馬の作品を読むとき、これら「聖家族」（「縄」収

在して」「三角の四角の朝顔斉唱す」など現在の作品へのアプ

造を考える鍵の役目を果たしているからか、「青鷺や硯深々内

された二つ以上の価値観に付随する行為、という形が作品の構

との関わりの提示（句）に向けられる柊馬のロマンチシズムを

をより鮮やかに感じ、現実の圧倒的な力と人間の一生（時間）

うとき、私達は「大空」や「ビル」を背負いながら流動する生

くき」「鳥類」が履歴としてある。彼が〝市井の人びと〟と言

これらの背景にある時間の圧縮感に「五月のパン」や「みに

新しいビル這いまわる渡り蟹

ローチを手助けしてくれる。「青鷺」「硯」がみやびな時代性

載）の句がフラッシュバックしてくることがある。ない交ぜに

を含みながら現代の価値観として提出される時「深々」と置換

垣間見るのだ。

族」で意識の底にうっすらと宗教画を持ちながら「聖」と「家

まれる言葉を誰よりも注意深く聴いているのが石田柊馬であ

うなだれ神仏を嗤いながら祈る。こうした市井の人びとから生

表鬼門には柊を立て糧のために働き昨日の疾走を想い明日に

不可能な状況が「内在」する。青鷺火の美しさが句にかかると

族」に分割される生や「ストロー」「銀器」「切腹」の価値観

る。

ころなど構造的に聖家族と通じるところがある。私達は「聖家

を識り「匕首をもつ」「はなしを恍と」「展げ」という心的動
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小町が行くぼくは一本の泡立つナイフ

獣臭の芳しさまで帰れまい（ＢＳ 号）

それでは、笛が沈む天とは何だろう。垂直に天に向かって沈

むのだから、それは上へ上へと伸びてゆく笛。青年が持つまっ

すぐな笛に違いない。沈んでも沈んでも、その笛はやがて天か

ら青年のもとに戻る。そしてまた、青年の中で、内在する純な

そしてたどり着く、獣臭の芳しさ。芳しいという心地よさに

性として、増殖をはじめる。

は帰れず、青年は獣臭の真ん中に埋れている。もはや芳しさを

超えて窒息しそうなほどの臭気の中で、それでも純な膝小僧を

川柳はなぜ時代に抗う強い精神性を求められ、それと同時に

抱えて。

れるのだろう。青年はそう思っている。「だって、ここに純な

刹那的な享楽を求められ、さらにそれと同時に虚無感を求めら
ひとりの青年が、ここにはいる。

性があるのだから、それが全てなのだから―。」青年はきっと
こう叫びたいのだ。

川柳という武器を手にした青年の膝小僧は、今、一枚の皿の

ビルのそこかしこから渡り蟹は這い出す。人間が居れば、そこ

かけられ、セコムの警備装置で万全な体制であっても、新しい

められた美しいざわつきを、青年は認める。美しくワックスが

続けるだろう。その、永遠なる営みよ、純であれ。

ことを「認め続けること」との抗いの中に、青年は川柳を置き

甘い微香でも、死の余韻でもない。「在る」ことと、純である

そこにあるのは、ただ「在る」という事実。クロワッサンの

一人死んでクロワッサンを乗せる皿（ＢＳ１号）

前に置かれている。

に渡り蟹のざわつきは始まり、増殖を止めることはできない。

さて。この「渡り蟹」のざわついた動き。この社会に散りば

を生きる姿勢を支える杖でもあったから。

社会の中で生きにくいことであるから。川柳は、社会を、時代

に純に抗おうとしてきた。なぜなら、純のままであることは、

る純に抗おうとしているひとりの青年が。青年は、川柳を武器

純な性を抱え、膝を抱え、空をいつまでも見上げて、内在す

畑 美樹

ただ、理屈抜きで大好きな句はちょっと別のところに置いて
あったりもするのだが。

一青年

垂直に笛沈みけりバカな天（ＢＳ 号）

新しいビル這いまわる渡り蟹（ＢＳ 号）
25

26 1
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マーガリンとして起立斉唱す

苔のむすまでが同心円に居る
関節をノルマさざれ石 巌

前句にして、時代を穿ち、世の中のありようを書きとめてい

前号「バックストローク」の柊馬作品である。「君が代」を

樋口由紀子

乳幼児と一緒に眠っている若いお父さんお母さんに腰痛や肩

る。ハチャメチャな語りをすることによってやるせなさを表出

腰痛肩こり石田柊馬

こりが増えていると知り合いの接骨医から聞いた。それは眠っ

八千代までカネ追う脳を派遣する

ている間に子どもにぶつかってはいけない、あたってはいけな

し、「君が代」の幻想をこわしている。彼は共感、共振、共鳴

なものはないとわかっている。今日持ち上げられたものが明日

などを信用していない。人間ほどあてにならない、いいかげん

にはどん底に突き落とされることをいやというほど知っている

いという意識が本来の身体の動きを抑制し、眠る姿勢の不自然
そういえば、石田柊馬の川柳も腰痛や肩こり気味ではないか

さが腰痛や肩こりを引き起こすらしい。
と思う。彼はどのようにも川柳を生かすことも転がすこともで

からだ。

めになってしまったのであろう。日常においてかっこよくない

性の問い直しをしているうちに不自由な姿勢を無意識にとるは

制しているのだろうか。いや、そんなヤワな人ではない。川柳

ないように左を向かないようにと、自分自身で自由な動きを規

に右に転ばないように、あるいは短詩型の他のジャンルに紛れ

ンバランスがもっと顕著にあらわれたら、柊馬の川柳ほどコワ

でもできる。それは言葉が相手だからである。日常と言葉のア

ずの柊馬は、不思議なことに川柳においては器用で柔軟でなん

ん、日常生活においては不器用極まりなく、融通の利かないは

いとでもいうように無理強いをし、句を硬直させている。たぶ

味を出すために、思いもかけない事態を引き起こしてはいけな

し込めようとしているような窮屈を感じる。川柳ならではの妙

批評性のある川柳だが、私はそれ以上に小さい箱に自らを押

きるはずなのに、どうも近頃は大きく身体を伸ばしていない。

位置にこそ川柳の居場所があり、そこに川柳の役目があるのだ

イものはない。彼は言葉をいじくる力を温存している。腰痛肩

ひょっとして、抜ける芸を売り物にする川柳と一線を引くため

というこだわりが手足を萎縮させ、身体をこわばらせてしまっ

こりを患っている場合ではない。

た。
カネが世は千代にリーマンブラザース
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上流へ向かうしかない鏡かな

山田ゆみ葉

大橋一弘

写真家

第二回ＢＳおかやま川柳大会
第二回ＢＳおかやま川柳大会（2009年4月11日）にご参
加いただき、ありがとうございました。
これからも、春の岡山恒例の集いとしてまいりたいと思
います。どうぞよろしくお願いいたします。

参加者の皆さん

福力明良
笠嶋恵美子
森田律子
本多洋子
岩根彰子
内田真理子
練尾嘉代
谷山典子
彦坂美喜子
真神昌子
畑佳余子
柴田夕起子
谷智子
草地豊子
藤成操江
井上早苗
西村みなみ
矢吹雅男
斉藤幸男
光岡早苗
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松原典子
松本藍
江尻容子
安原博
渡辺春江
東おさむ
山口流木
竹本妙
保田悠詩
中山一新
野口裕
小野田仲江
木野光子
篠原和子
井上せい子
山田ゆみ葉
石田柊馬
いわさき楊子
牧田浩子
番野多賀子

安黒登貴枝
奥田勝子
松原敏和
石橋芳山
上原美佐子
辺安子
長谷川博子
広畑こうじ
桑名知華子
河添一葉
内田万貴
林たくや
濱田陽彩子
山下和代
樋口由紀子
小池正博
西浜高志
清水かおり
松永千秋
堺利彦

原田否可立
中村せつこ
牧野ねえね
北川拓治
吉松澄子
久恒邦子
江口ちかる
木下草風
畑美樹
金築雨学
中西軒わ
渋谷由紀子
丸山進
新家完司
小澤誌津子
井上恵津子
河原加枝子
尾原洋子
永禮宣子
前原勝郎

池上和佐納
原脩二
伊藤かぎう
ひとり静
渡辺隆夫
くんじろう
森茂俊
酒井かがり
富山やよい
井上一筒
兵頭全郎
井上しのぶ
きゅういち
筒井祥文
榊陽子
吉澤久良
くまひこ
銀次
小倉慶司郎
石部明
順不同・敬称略

当時の作品は、どの句も市井の哀歓

という居心地の良さの中にあり、書く

という意識の照準が定まっていない。

をたどっていると思われますが、時代

俊平の場合もだいたい似たような経歴
石部 なぜ今、寺尾俊平と定金冬二なのか、というと、お二人

を共有し、時代をリードしてきた彼ら

ＢＳおかやま川柳大会 第一部
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

は平成 年に亡くなられたが、それまで川柳の一時期をリード

宰治が『人間失格』を発表したのは昭和 年。やはり、時代と

ち早く川柳革新の志しを打ち立てた時代。小説の世界でも、太

故郷とす」を持って、いちめんの焦土と化した瓦礫の中に、い

冬の虹」を発表し、川柳では河野春三が「水栓のもるる枯野を

先頭をきって、富沢赤黄男がいち早く「あはれこの瓦礫の都

打ちひしがれた俳句を、何とか立ち上げようとする俳人たちの

たのは、戦後という貧しい時代。俳句弾圧に続く敗戦によって

つの時代を見ることができるのではないか。冬二が川柳を始め

してきた。その活動の軌跡を検証することによって、川柳の一

紀子さん、冬二さんについて、何か話

ていきたいと思っています。まず、由

このあたりからお二人の軌跡をたどっ

を突き動かしたものが何であったか。

頃、俊平が立ち上がった。では、彼ら

繁栄へと当時の社会状況がなっていく

戦の傷跡もようやく癒えて、復興から

中で冬二が立ち上がった、あるいは敗

が川柳に手を染めた頃、敗戦の廃墟の

11

う新しい文学にしていくか―。こういう時代に入っていた。し

自分とをどうこすり合せるか、そのこすり合わせる痛みを、ど

樋口 冬二さんとは句会や大会でよく

してください。

んは句会大会で一句の題に対して 句

ご一緒させていただきました。冬二さ

善人に起床ラッパはもう鳴らず
兵隊に行っていたから見えた富士
駆けつけてくれたは金のない身内

端に題があって、そこからずっと 句

に句帳を見せていただくと、ノートの

ぐらいを作るのが普通でした。大会前

50

50

な句を作っていた。

かしこの時代に冬二は、まだ今の作品からは信じられないよう

23
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は、 年ぐらい前で、「青」という題で、〈足首に青い病気を

よかったよ」「ここがんばりね」と。初心者を育ててくださる

は、たまたま私が抜けた句を誉めてくださるんですね。「ここ

年の第一回おかやま大会でも全没でした。それでも、冬二さん

句作るのが精一杯です。そしてほとんど抜けませんでした。去

学んだような気がします。私はなかなか抜けなくて、一題に２

ない。そこには絶対にテクニックがいる。それを冬二さんから

います。句は単につぶやくものではない。思いを吐くものでは

ね。でも、冬二さんの句には必ずそこに技術があったように思

であったら、それはよけいに皆さんに好かれて、抜けるんです

品になるんですね。その一句のつぶやきが、誰もが思ったもの

で、それなりの作品になるんです。ちょっとしたつぶやきが作

う風潮がありました。それでも川柳は、五七五定型のおかげ

たもの、聞いたもの、そのまま書いていれば、それでいいとい

ての川柳とは言いませんが、自分のつぶやきや思いを、ただ見

だのは、「川柳は作るもの」だということです。その当時の全

でできないのかもわかりませんが。冬二さんからなにより学ん

きて死んだ人です。今は、そこまでする人はいないし、そこま

川柳が大好きで、川柳の鬼とも言われ、本当に川柳とともに生

は新しい発想で、新しい言葉の関係性の句でした。冬二さんは

た。当然、メダルをいくつも取っていかれました。当時として

冬二さんがべらぼうによい成績を取られた。で、あるチンピラ

あったと思います。ある時、新潟の柳都の川柳大会があって、

物語性というようなものを引きずり出そうとしていうところが

フィクション性というよりも、むしろ自分の中にあるひとつの

表現すればいいか、というかたちで書いていかれた。そこに、

言ったように、綴り方的な自分の思いではなしに、どのように

っかけに、自分の心を書いていく、しかもそれは今樋口さんが

れから川柳の川柳らしさというのは、どうもひとつの言葉をき

ですね。そういうふうなかたちで、やはり冬二さんは題詠、そ

かいな、と思ったんですが、本人さんは本気で思ったと思うん

きな声で「さぁ、戦争じゃ」と言うわけですね。この人はアホ

旅館でありました。あくる朝、眼を覚ますなり、冬二さんが大

ら何回か聞かされました。ある時の前夜祭が、吉井川の近くの

ことで有名で、大会よりも前夜祭のほうが面白いよ、と先輩か

石田 津山の大会というのは、前夜祭がものすごく盛り上がる

教えてもらいました。

のは手を加えて作るものである、ということを、冬二さんから

ちゃんと良し悪しを見てくださっていたのです。川柳というも

と思うんです。ただなんでも誉めてくださったわけではなく、

で」とすぐに言ってくださいました。その句は今でもいい句だ

もっている〉、やっと抜けた句でした。冬二さんが「うまい

ぐらい書いてあり、まずその川柳に臨む姿勢に圧倒されまし

眼があったように思います。冬二さんに一番誉めてもらった句
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し、いくら思いがあっても、技術がなければ表現はできないで

ことをいろんなところで学習してこられたと思いますね。しか

の次なんだ、思いがあれば思いだけで句はできるんだ、という

と、やはり我々は、皆さん方もおそらくそうですが、技術は二

る反応、というものがありました。こういうものを聞いている

言葉から自分を書いていく、あるいは句会屋という言葉に対す

石部 お二人のお話の中に、冬二の表現する技術、あるいは、

から始められたんだな、と思っています。

いというものはやはり捨てるべきものではない、というところ

のについては考えられていたんだな、と。要するに、自分の思

が、お二人の違いであると同時に、同じところで表現というも

ころから始められた、というふうに思います。そのへんの違い

平流のレベル、意識レベル、認識レベルで書けばいいというと

ても、それが他の人と同じ言葉じゃなしに、俊平流の言葉、俊

あったと思います。俊平さんは、その点、私事をそのまま書い

領域として、言語空間に自分の思いを貼り付けるという姿勢が

に言葉から出ようが、自分の思いから出ようが、ひとつの表現

書かねばならない。それは表現意欲というところで、どのよう

詠をしっかりしながらでも自分の言いたいことは、創作として

怒ったそうです。「句会屋とは何や」と。冬二さんはやはり題

た。本人としたら冬二さんを誉めあげたんですが、冬二さんは

が冬二さんに向かって、「冬二さんは句会屋さんやね」と言っ

すが、「言葉から自分を書いて

これはいろいろな解釈がありま

言われ方は、尊敬の言葉なのか、

ていました。題詠の神様という

に、冬二は題詠の神様と言われ

ではなかったかと思います。特

私は冬二のひとつの創作の技術

とがある、ということ。これが、

気がつかない思いが現われるこ

とによって、自分の、自分でも

どう格闘していくか、というこ

そうじゃないんですね。言葉と

葉を連れてくるんだ…。でも、

連れてくるんだ、あるいは、言

いを書きなさい、思いが技術を

ら入っていくものじゃない、思

と違うんですね。技術や言葉か

れも、皆さんの学習とはちょっ

葉から自分を書いていく」。こ

し、柊馬さんがおっしゃる、「言

っしゃっているんだと思います

す。このことを、樋口さんはお
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の句ですか」と笑われたんです。これは、実は反省していま

ら、どんどん抜けるんです。そのとき誰かに、「これは明さん

会に行きまして、向かいながら車の中で句を作って出しました

ぐ冬二の真髄があるような気がするんですね。この間、ある大

いく」というところに、私は句会屋ではない、題詠に情熱を注

ところがそのうち、昭和 年代、復興、繁栄に向かっていきま

い、私も貧しい、という連帯感が冬二にはあったと思います。

しいところから立ち上がってきたということです。国家も貧し

しろ、俊平にしろ、無頼性というのは、そういう終戦直後の厳

ろん、それは今の時代ではありえないことですが。冬二さんに

に 句作る。初心の頃にこれを聞いた時に、何かばかばかしい

は何か、というと、先ほど樋口さんが言いましたように、一題

私は、冬二さんの句はやはり無頼性だなと思います。無頼性と

俊平も、題詠にはかなりの技術を持っていたということです。

す。技術の悪用なんです。しかし、やはり、それだけ冬二も、

されているのなら、「よし、川柳に没頭してやろう」と。これ

う実感があったのではないかと思いますね。社会的には取り残

負け組。たぶん冬二は、「あ、わしは取り残されていく」とい

ものと、乗りそこなったものが出てくる。今で言う、勝ち組と

す。そうしますと、残念ながら、繁栄に向かってうまく乗った

30

とで大会に出ているから、 句作ったり、 句作ったりするの

作って、そのうちの１句が抜ければいい、というその程度のこ

いうと、大会をその程度にしか見ていないからなんです。２句

んの世界、私の世界です。我々が何故ばかばかしいと思うかと

な、と思いました。３句ぐらい作って出そう、というのが皆さ

川柳に出会った俊平と、明らかに違う。私は、俊平の句は明ら

敗戦の中から立ち上がってきた冬二と、繁栄に向かった時代に

頼性と。では、俊平はどうか。時代がちょっと違うんですね。

たすら川柳のために自分の人生を賭けた。そういう意味で、無

は、社会との訣別宣言、ある意味では家族も見捨てた。ただひ

をかけているわけですから、我々とは題詠の向き方が違いま

がばからしくなるんですね。冬二は違います。題詠に執念、命

い。そこで、川柳で何を書くかというと、物語性で無頼気取り

から生活もある程度安定している、それほど切羽詰っていな

かに私性の句であると思う。しかし、俊平の場合は、役人です

100

す。従って、 句、 句を作る時は、仕事をやめるんです。仕

50

では、少し乱暴な言い方をすると、川柳によって人生を棒に振

げている。しかし、それが冬二の川柳を支えてきた。ある意味

事を休んで、句に没頭するんです。一般的な常識でいえばばか

いていくしかなかった。この差があると思います。

じゃありませんが、無頼気取りになって物語性の中に自分を書

になって書かざるをえない。無頼気取りそのものを否定するん

100

樋口 無頼性は確かにそうだったと思います。冬二さんの技術

50

ったという言い方をしてもいいのではないかと思います。もち
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のすごさを数字の句に強く感じます。数字が新しいイメージを

ます。

九人のおんながくれる柿の種

ユーモアがあって、女の人の描き

引き出すことによって、時間軸、空間軸を作り、言葉で存在を
とらえています。それでいて、挫折感、屈折感、ここに無頼性

のの考え方、女の人との関係性み

方がうまいですね。冬二さんのも

父逝きて一年母の昼寝ぐせ

たいなものが面白い。既成概念の

がにおいます。

私性に収斂しないで、一や百、九

さを引き出していますね。そして、

穴は掘れた死体を一つ創らねば

何よりも句のリズムのよさ。今も

犬釘を一本盗みたいのだが
数字を効果的に使った句を大会で発表した最初が、冬二さんで

大会などで多用されるリフレイン

という数字を使って、言葉の面白

はなかったかと思います。一というのはすごく印象深く、イメ

一年に一ミリ動く父の墓

ージが鮮明です。私性を、数字を使ってうまく引き出して、く

の川柳も冬二さんが広めたのでは

を書くのではなく、違った私事、

ないでしょうか。べたべたの私事

もしくは無頼性を引き出していま

青い林檎を一週間は見つめよう
枯野一枚年一枚の戦かな

っきり印象づけています。他にも、

祈っても祈らなくてもひとつの死

す。お二人とも新しい目を持って

いて、テクニックをずば抜けてい

て、これらの川柳が川柳界全体に

指の疵 僧百人をならばせる

それから、

新しさをもたらした時代がたしか

にあったのだろうと想像できます。

百という数字の使い方もうまい。冬二さんの時代の百のイメー

石田 お二人とも、川柳を書くと

ジは、現代の百のイメージよりもっと大きかったと思います。
ガラスの猫は百年たってかなしくなる

いうことが、自分の無頼性の実現

１００挺のヴァイオリンには負けられぬ
ちょっと複雑で、ムードがあります。百という数字が生きてい
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奇妙なことを言っています。「よし、これで川柳にがんばる

か、再建しようとするか、どちらかなんですね。冬二はそこで

んよくご存知だと思います。家が全焼しますと、悲嘆にくれる

後、冬二の家が全焼したということは、エピソードとして皆さ

石部 さらに、冬二の無頼性について付け加えますと、敗戦直

許していたんだ、と思っています。

ては、同じような位相のところで無頼というものを自分自身に

けれど、お二人とも川柳というものの言語空間のとらえ方とし

頼性を持っていった。そういう意味では無頼性の質は違います

自分をのめり込ませるための自分の生き方というところに、無

く人だったけれど、それについての川柳的な生活というものに

は無頼であった。冬二さんも同じように思いなり本音なりを書

いわば私自身の本音、思いを書くということが、俊平にとって

うのは、お役人でしたので、お役人がこのような作品を書く、

の無頼であったと思います。そういう意味では、俊平さんとい

分が外れることを許せるか、というようなぎりぎりのところで

分が認めるか、自分で自分を認めることができるか、自分で自

ように逸れるか、どのように外れるかということをどれだけ自

いうのは、一般常識とか、一般的な社会の規範から自分がどの

安吾であれ、織田作であれそうですが、川柳の場合の無頼性と

宰の話も出ましたが、文学的無頼性から言えば、太宰であれ、

だというふうに意識されていたんだと思っています。先ほど太

は可能であったかと思います。でも、お二人ともそれはされな

て乗り越えて、自己表現なり文学性に近づいていくということ

ますね。ただ、その共感性というものを、お二人の力量を持っ

をお二人とも書いておられた。ということがまず言えると思い

二人ともあったと思います。そういう意味では、共感性の作品

うところでの無頼性。自分の中で、少しねじ曲ったところがお

も、できるだけ早く、できるだけ多くの人の共感を得たいとい

非常に共通している。しかも、その作品は、やはりお二人と

さんも俊平さんもべらぼうに淋しがりだった。そこのところで

持っていくと、その裏側に必ず淋しさがあるんですよね。冬二

共通しているところがある。実は無頼性というところに自分を

石田 一番面白いと思うのは、無頼性の中で、お二人の作品に

てみたいと思います。

対照的ですが、これらの作品を中心に、通底する時代性を探っ

る大いなる幻想で川柳を書いている。幻想と破滅志向と精神は

神に裏打ちされた無頼性、俊平はあの虚脱感の中から立ち上が

ていく第一歩がここに現れていると思いますね。冬二は負の精

こういうことですから、結局は、川柳によって人生を破綻させ

か、そんなことで私の人生は送らない、川柳に没頭するぞと。

宣言でもあるわけですね。家族のためにとか、社会のためにと

くて、先ほど私が申し上げましたように、社会や家族との訣別

ぞ」と。信じられませんよね。これは、エピソードだけじゃな
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は思います。たとえば昭和 年代後半から 年代の前半にかけ

と俊平の姿勢を受け取っている、その姿勢が流れているなと私

れることをしなかった。今の岡山県の川柳の世界は、冬二さん

かった。そういう意味では、お二人は川柳界というものから外

れは、柊馬さんの言うように、共感に重き

動の定番の、人の心を揺する定番です。そ

いうのは、ドラマのワンパターンです。感

強い男がふと見せた弱さに惹かれるなんて

り合わせたところから、共感性へ少しだけ足をかけていた。先

頼性と、その裏側にある淋しさや、疎外感の恐ろしさなどを貼

共感性というものをどこで得るかということを、必ず自分の無

二人の姿勢を、批判する、しないという問題ではありません。

柳のその時代の最先端には決していかなかった。これは当時の

あるのは、ほとんどその時代ですね。その時に、お二人は、川

て、俊平さんも冬二さんも全盛期を迎えています。いい作品が

うものほどあやふやで頼りないものはない

いをする世の中になっています。共感とい

だけで煙たがられる…という肩身の狭い思

ました。でも今はタバコを吸う男は煙たい

ズを取った姿がカッコいいともてはやされ

郎が長い足を見せて、タバコを吸ってポー

たのでしょう。たとえば一昔前、石原裕次

を置いているから、そこから出られなかっ

にできずに笑い話になってしまうようなと

と思いますね。共感に頼って川柳を書いて

ころも出てきてしまう。冬二さんも、感動

端にあってわかってくれる人が少ない、共感性が少ないところ

っています。

を与えるのは詠まれた内容に依ると思って

にはおいでにはならなかった。そういうふうなところで、川柳

樋口 無頼性もそうですが、実は『無双』『葦川』を読んで一
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『葦川』は昭和 年、刊行で、今から 年くらい前の、男の目

橋が長いので女が憎くなる

っています。
妻と書くときはうしろを振り向くな

石部 無頼性と淋しがり屋という話があり

です。お二人ともええかっこしいです。

たら物足りないと感じる句があるのも事実

くかに重点を置いているので、今読んでみ

いたのだと思います。どんな内容の句を書

番感じたのは時代の移り変わりでした。『無双』は昭和 年、

いくと、時代が変わると、その共感があて

40

の世界そのものが、お二人にとって無頼の世界であったかと思

30

25

線で詠まれていて、男の美学で回収され、そこで終わってしま

61
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とは何か、と立ち止まるのではなく、「そうか、思いを書くの

た。特に時実新子は「思いを書く」とよく言った。思いを書く

的な思いの表現である、ということがじわじわと広がりだし

なく、関西をにぎわせていた。このあたりから、川柳とは日常

ね。ともあれ、冬二、俊平、新子の三人が、この岡山だけでは

…と。こういうことが昔、津山の新聞に出たこともありました

別の見方をすれば、あれだけの人がたかがメダルで嬉しがって

ルを振りかざす、これは邪気のない子供っぽいところですが、

ているけれど、それは功罪半々でしょう。たとえば冬二がメダ

いたということは、そこでいろんなものを残しています。残し

かれたというぐらい、かなり注目されていました。注目されて

が関西の大会を肩を切って歩くと、ざわざわと会場の人波が分

界的なことについて言えば、冬二、俊平、時実新子、この三人

ものはあまり変わらないんだろうと思います。それから、川柳

ずば抜けていた、ということです。この違いだけで、精神的な

ことだろうと思います。ただ、彼らは、その表現をする技術が

ょう。書くことによってはじめて自分が確かめられる、という

いるかといえば、書くことによって自分を確かめているんでし

めてから、夜中に川柳を書いている…何のために川柳を書いて

ね。子供が寝静まってから、うるさいお父さんが鼾をかきはじ

場にいる皆さん全員、淋しいから川柳を書いているんでしょう

ましたが、この淋しがり屋という点については、たぶんこの会

は日常生活の中でそのような思いを書いていたことが多かっ

石田 近代的な自我の述べ方について言えば、六大作家の時に

ろが、全ての作品に表れていると、私は感じています。

す。反教条的なところで自分の思いを書いている、というとこ

こういうことを、彼たちは発見したのではないか、と思いま

で、場合によっては反教条的なところで、人生を語っている。

生の詩というものをまず自分の精神の中に取り入れて、そこ

か。俊平と冬二は、それを否定はしていません。けれども、人

保てる。そういうわけで、教訓的になっていったのではない

ち出すことによって明確になるんです。指導者としての権威が

すい。教える側と教えられる側との図式が、教訓的なことを持

家の時になぜそうなったかというと、教訓にしたほうが教えや

に、だんだんと教訓的な世界へ傾倒していくんですね。六大作

るに、人間の精神的な部分を語る詩なんだ、と。こういうふう

である」と言い、麻生路郎は「人間陶冶の詩」と言った。要す

延していくわけですね。たとえば、椙元紋太は「川柳とは人間

かれてきたものが、何となく人生の詩なんだ、ということが蔓

代。その当時は、今までの川柳が「うがち」という批評性で書

めたのも、実はこの時代なんですね。遡って、六大作家の時

うところから、日常的な視点を持った思いの句がどんどん出始

っていた思いを書くとは別の解釈で川柳が動きはじめた。とい

か。それなら私にも思いはある」となった。それは、新子が言
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力というものが、抽象されたものを理解できるところまで行っ

た。一般的共感性というものが、ある程度私たちの読み取る能

その時の文学性にとっての表現というところへは行かなかっ

川柳の世界の中での先端ではあったけれども、表現、もしくは

ていましたので、共感性は薄かった。俊平さんと冬二さんは、

のは、私自身の思いというものを、個別性を非常に強く表現し

ことが多かったわけですね。ところが、革新派の川柳というも

れていた。革新派は、だいたい抽象されたものから思いを書く

ろには、その頃、本格派と革新派があって、二つに大きく分か

表現能力というものが加わって、目立った。川柳界というとこ

それをできる知性というものが、お二人にはあった。それに、

ところに持っていくのが非常に巧みであった。もっと言えば、

とを、いったん自分の中で腹におさめておいて、それを抽象の

た。それを、冬二さんや俊平さんは、日々日常的な具体的なこ

というような近代化される社会への批判が出始めた時代でし

頃はちょうど、たとえば物事はスピードは求め、物量を求め、

は、一九六〇年代後半から七〇年代前半が絶盛期でした。その

中に確かにあったと思います。ところが、冬二さんと俊平さん

っていった、という一連の教育っぽい流れというものが川柳の

味で、「生き方」や「人間である」というような言葉につなが

ことが多かった。その感情をどのように制御するか、という意

た。つまり、非常に具体的な書き方であると同時に感情を書く

分たちは書こうとしなかった。そういう意味では、実は本格派

は、それを読んで理解するところまではいっていたけれど、自

二さんにも俊平さんにもできていた。ところが、一般川柳界

方というもの。それが、抽象されたところでのとらえ方が、冬

間と世界との係わり合いのとらえ方、世界の成り立ちのとらえ

石田 革新と伝統との、物事のとらえ方、人間のとらえ方、人

樋口 かなり違うと思います（笑）。

石部 初心の頃の見方と、今と、多少違うでしょうね。

ば、希望の星のように見えました。

の悪さも知っている革新。新しく入っていく私たちから見れ

樋口 革新でした。伝統というものをきちっと踏まえて、伝統

すが、当時として、彼らはどちらにいたんでしょうか。

石部 今は、革新とか伝統とかいう区分けは無効になっていま

ます。

せられるという位置にいかれた、ということになろうかと思い

人になり、全国区の大きな大会での選をするのを安心してまか

ういうところで、俊平さんなり冬二さんなりが、全国区の川柳

時代の先端までいっている作品を読むことができなかった。そ

が、本格派の人たちは、ごく一部しか、川柳でのその時代その

んと冬二さんは、革新的な川柳を読む能力はあった。ところ

た、ということが言えようと思います。もうひとつは、俊平さ

ていたから、俊平さんの川柳、冬二さんの川柳が皆さんに受け
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えようと思います。

というところに、いかにも川柳らしさがある、ということは言

そのまま、日々刻々川柳の中で我々が話をして通じ合っている

でははっきりしていません。ただ、はっきりしていない言葉を

味で、未だに革新と本格と伝統との用語の違いが、川柳の世界

わった、という地図の書き方があろうと思います。そういう意

えば中村冨二とか堀豊次さんがあった。そこへ、新子さんが加

と。そういう中で、革新の中での伝統性の川柳人として、たと

だ、ということで、革新性の中にしか伝統はなかったんだ、

うのは、時々刻々伝統が新しく更新されていくから伝統なの

のを伝承していくようなことを言うのが本格川柳で、伝統とい

ます。本格というのは、ひとつの川柳性、川柳の性質というも

えば、川柳の伝統というのは、本格川柳ではない、と思ってい

干革新のほうに重みを置いていましたので、革新のほうから言

す。が、その時代は、伝統と革新と言っていました。私は、若

まだ統一されていませんので、私は本格と革新、と言っていま

性があったように思います。それと、川柳の世界でいう用語が

す。そういう意味では、四画関係と言ってもいいような、関係

革新的な方向から見ていたのが、墨作二郎さんだったと思いま

んと俊平さんと新子さんがいた、と私は思っています。それを

べらぼうに多いんですよ。その中間の代表選手として、冬二さ

と革新派と、二つに分かれていたけれど、その中間にいた人は

石田 由紀子さんの句が一番わかりにくいですから、一番革

新を繰り返すことが創作の原点である、ということです。

ということですから。それは、革新することなんです。自己革

自分を革新するということ、自分の隠された部分に気がつく、

まれ変わるかもしれない。それは、ことばによって自分の中で

句の中では別の自分を発見するかもしれない、新しい自分に生

新しい自分をどう書くか。今までやさしい人だったあなたが、

じことを堂々巡りで書く世界に入ってしまう。そうではなく、

の志がなかったら書けません。革新の志がなければ、いつも同

ん。でも、皆さんがこれから何かを書こうとする時には、革新

分け方ですね。今は、革新の句、伝統の句というのはありませ

革新や」「石部明、あれはようわかる、伝統や」と。こういう

す。たとえば具体的に言えば、「石田柊馬、あれはわからん、

んもいろんな場で、この区別を耳にすることがあったと思いま

代ではこれはもう無効になっていると申し上げましたが、皆さ

る振り子のようにとらえられることもあった。しかし、今の時

り、目の前に置かれた一句に対する羨望と蔑視のあいだを揺れ

値観を見出そうとするさまざまな実験の総称のように言われた

として、異質なものという短絡的な解釈から、新しい文芸的価

かに革新川柳という定義もあいまいで、既成のものへの対立軸

の世界でははっきりしていないというお話がありましたが、確

石部 柊馬さんから革新と本格と伝統との用語の違いが、川柳

63

新、ということですね。
石部 樋口由紀子の句が皆さんわかりにくいという。確かにそ

見舞い去りぬ空気に穴があいたよう

く人でした。たとえば、

また、革新の雄のように言われていた俊平さんも、岡山県にあ

してみてください。

けですね。個人と集団、個人と外側、内側と外側の係わり合い

ば生きていけないものを表現する、という比喩になっているわ

生きている世界にある自分が、望まないけれど飲み込まなけれ

これは難しい書き方ですが、自分が所属している集団、自分が

さあ夜だ悪の準備にとりかかろう

って「川柳塾」塾長として大きな力を発揮されましたが、見る

たように、堀豊次さんにもそういうところがありました。俊平

夜は長い夜は私に背を向ける

べき作品は残していない。それまで精力的に書いていた京都の

さんと豊次さんが共通しているのは、特に日本が、近代化一途

ういう意味では革新の第一人者ということになりますが、実は

「平安」誌 一(九七八年終刊 の)「新撰苑」堀豊次選がなくなっ
てからの挫折感はかなり深刻で「もうオレの句を出すところは

に公害も省みず数字を上げようとし、スピードを上げようと

川柳を伝統のほうへ引き寄せようとしている第一人者も樋口由

なくなってしまった」と嘆いていたことは何度も耳にしていま

し、能率を上げようとした時代です。そのような中で、個人と

棒になる麻薬嚥下の食道で

した。このあたりのことについて、「平安」にも堀豊次さんに

紀子かも知れない。ぜひ皆さんももう一度彼女の作品を読み直

も詳しい柊馬さんから何かお願いします。

いうものの存在が、だんだん薄くなっていった。その時に、個

かなしき一群電車に乗り合わせし人ら

平さんと豊次さんは全く同じ発想のところでお書きになってい

人の存在をどのように表現したらよいか、というところで、俊

を、俊平さんは一生懸命川柳に書いた人でした。今紹介しまし

石田 堀豊次さんの川柳を紹介します。

る。それは、家族、自分のいる一番小さな集団です。その家族

倫理観や道徳観というもののない、むしろ一人ひとりの人間が

白日にさらされしごと妻就職

裸で付き合える、本音と本音で渡り合える家族というものと、

あなたの湖にもおもちゃの船が沈んでいる
皆さん共感性をもって聞いていただけると思います。俊平さん

集団というものを比べあうところでの発想が、俊平さんには非

の平穏無事、平和な家族。それは、六大家が言われたような、

は、川柳を自分の無頼性が発揮できる場所だと思っていました

錆びた空気が出てくる十二月のらっぱ

ので、個人と集団、個人と組織の問題を、本音として川柳に書
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ですよね。今はそういうことはありませんからね。ところで、

石部 あの選者には命をかけて全力投球、という昔があったん

というのを、私は真横から見ていて非常に感動いたしました。

常に多かった。それを、豊次さんが見事に受け止められていた

と。その 句は、冬二さんに倣って、本当に寝ないで、一生懸

書いていてはいけない、きちっと句にしなければいけない、

なければならない」と思いました。思っていることをそのまま

依頼されたときはびっくりしました。その時に、「作品を書か

できなかった。その自立できない鳥の後ろをトンと押したの

思っています。それまでは、羽ばたいているのになかなか自立

その時の巻頭ページの作品が、樋口由紀子の自立の始まりだと

二が樋口由紀子に、一枚の会の巻頭ページを提供した。私は、

望の時代の句はたいしたことはなかった。ところが、当時の冬

りはありませんが 笑( 、)由紀子さんは、川柳展望の出身で、新
子さんにとても大切にされた。しかし、私から見れば、川柳展

極はエロスしか残らない。それから、エロスと結びつけるつも

石部 スケベと言いましたが、何かを文学に託そうとすれば究

した作品です。二人ともスケベでした。

間のエロティシズムというのは、ほとんどが豊次さんが入選に

石田 俊平さんは、エロの句もありますよね。俊平さんの夫婦

わかりやすく言えば選者との戦いなんですね。

ですね。そうではなくて、いま柊馬さんがおっしゃったのは、

い。今度は自分の句が出るかな、という世界に没頭しているん

大会で一番よくわかるのは、皆さん他の人の句を聞いていな

に、岡山を見捨てる気か、と言われて岡山に川柳塾を立ち上げ

男の遍歴、それが定金冬二の作品。俊平さんは、岡山の若手

ならないと思います。たとえば、川柳という魔物に魅せられた

んな角度から、いろいろにこれからも語り継いでいかなければ

はないし、結論を出すべきものでもないと思っています。いろ

石部 限られた時間の中で、俊平、冬二を語り尽くせるもので

ようにも思います。

思っています。それと、川柳というのは、人生をかけてもいい

て、これからも川柳を書いていこうと思わせてくれた一人だと

は、冬二さんは私にとって、すごくいい場を与えてくださっ

て悔しい思いをして、書き続けていくのです。そういう意味で

て、誰かの作品を読んで、誰かに誉められて、誰かにけなされ

部明が出てきたわけでもなくて、みんな、誰かの影響を受け

いくものだと思います。急に石田柊馬が出てきたわけでも、石

ら、誰かが誰かに影響を与えて、与えられて、そして広がって

命作りました。伝統文芸というのは、伝え統べるものですか

くらい面白いもんやで、ということをやんわり教えてもらった

が、定金冬二で、樋口由紀子の始まりだと思いますが。

ましたが、それまでは全国を川柳行脚していました。それで、
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20

樋口 一枚の会で招待作品を書いたのはもう 年前のことで、
20

は変わりますが昭和 年、昭和 年頃、「俳句研究」で、現代

平の新しいリリシズムの開墾…。結論はまだまだ出ません。話

は、俊平の性への悲哀。あるいは、冬二の破滅感、終末観。俊

凄まじさ。俊平は非常に臆病ですが、だから強がる。あるい

でした。そのようにして、川柳に没頭していけるエネルギーの

その土地土地の人との出会いや語らいを非常に大事にされた方

でいくことが、後に残されたものへの責任だと思っています。

石部 何度も申しますが、結論は出ません。ですが、語り継い

聞いています。

「俳句研究」の高柳重信さんが川柳との交流を始められた、と

ろと重ならないところを分けようとしていた。そのところで、

オーバーして同じところにいるんだ、ということ。重なるとこ

しをしている。けれども、「俳句研究」という総合誌で座談会

接近しているといわれていますし「ＭＡＮＯ」などもその橋渡

川柳と俳句の座談会を開いています。今、俳句と川柳は非常に

を検証していくことが、残されたものの大きな仕事と思ってい

績を残し、どういう活動をしてきたか、歴史を振り返り、これ

俊平、冬二だけではありません。いろんな先人が、どういう業

見て、「川柳は熱いです、おもしろいです」と嬉しい返事をも

しひしと実感します。「ＭＡＮＯ」や「バックストローク」を

樋口 他ジャンルの川柳を見る目が変わってきていることはひ

いてくださった。司会の不手際にもかかわらず、目の合った方

よりも会場の皆さんが頬を紅潮させ熱心にメモをとりながら聞

が、よく応えていただき、内容も充実していたと思います。何

柊馬さん、由紀子さん、「わかりやすく」とお願いしました

ので、皆さんからも情報をお寄せいただきたいと思います。

らいますし、近年単発的ですが、あっちこっちで川柳も取り上

場の皆さん、長時間にわたって本当にありがとうございまし

はうんうんと頷いて励ましてくださった。お二人と、そして会

と言えると思います。

た。

ているんだ、それは俳句とどのように違うんだ、どのようにク

は期待されたのは、川柳って何や、川柳ってどんなものを書い

思いますが、その当時、俳句の側から川柳に一番疑問、もしく

に小池正博さんが書いています。それを読んでいただければと

石田 その当時の川柳と俳句の交流については、「ＭＡＮＯ」

げられるようになってきましたが、やはり総体的にはまだまだ

という気がしないでもない。

ます。これからもこうした会を続けていきたいと思っています

38

があった、ということは、その頃のほうが交流があったのか、

37
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書・草地豊子

呼名（斉藤幸男
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畑佳余子）

畑美樹

ＢＳおかやま川柳大会 第二部

【ワルツ】

選

ワルツ中につきご迷惑おかけします
ワルツがなんだ阿波踊りならできる
呼びとめたのはワルツでしたか小犬でしたか
下半身はワルツ上半身は盆踊り
今朝の大根おろしはワルツですね
ワルツを与えてこんなに大きくなりました
ふくらはぎまでは水色のワルツ
メシ・フロ・ネルはワルツ系かもしれぬ
資生堂のワルツが踊る耳の中
静脈をりぼんむすびにしてワルツ
右頬を抜ける真みどりのワルツ
三人称単数現在はワルツ
片目ずつワルツを踊る招き猫
ワルツのリズムが右耳から抜ける
結び目をゆるめてワルツ踊りだす
あきらめて四角もワルツらしくなる
校庭の月夜のワルツ以後不明
ワルツだね小犬のくしゃみ鳩の糞
墨田区から群馬へ無認可のワルツ
学徒出陣たとえばおはぎたとえばワルツ
独裁者のあぶくなのかワルツなのか
ワルツステップ老々介護の今途中
こしあんとワルツを躍る時効まで

林たくや
北川拓治
西村みなみ
山田ゆみ葉
内田万貴
保田悠詩
井上せい子
いわさき楊子
樋口由紀子
内田真理子
本多洋子
井上一筒
江口ちかる
牧野ねえね
西浜高志
ひとり静
江尻容子
新家完司
原田否可立
きゅういち
松原典子
畑佳余子

榊陽子

階段の途中であらわれるワルツ

ワルツのリズムでトイレの掃除する
雨の日はワルツで沼を眠らせる
真向いから殺意ワルツのステップで
急速冷凍翔び出してくるワルツたち
還暦のころはワルツの吹き出物
岩波文庫に閉じ込めていたワルツ
ワルツから戦闘機までの空白
戦さ止む ワルツで地球自転せよ
不渡り手形の裏側はワルツ
アマゾンの鰐もだんだんワルツかな
ワルツになるように百マス計算
樹海へとワルツで滑り込みセーフ
落し物のワルツをみんな踏んでゆく
三十八度線でワルツ踊ろう王子様
おにぎりがワルツになってから食べる
チンをして温めなおしているワルツ
方舟が狭くて踊れないワルツ
準特選
色あせたワルツでおおよそを生きる
ワルツまで二枚ください片道で
特選
労働のあとはワルツで帰ります
軸

奥田勝子
ひとり静
山田ゆみ葉
濱田陽彩子
河添一葉
牧田浩子
丸山進
渋谷由紀子
筒井祥文
筒井祥文
中西軒わ
富山やよい
西村みなみ
中山一新
長谷川博子
安黒登貴枝
東おさむ

安黒登貴枝
小池正博

富山やよい

畑美樹
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ワルツ・連れて・かえろ

畑美樹

第一部の「寺尾俊平と定金冬二を語る」の中で句会の話が

か、日常なんだか、今ここに在ることの何なんだか、うっか

り見失いそうになる。と、いう気がする。そんなワルツの底

なし沼に、誘い込まれそうな一句。

改めてあの選の時間を整理しながら、戦いを挑まれていたこ

「それなら、一生踊り続けるところへ。連れて行ってあげる

しようもなく吸い寄せられる。「ワルツも踊れないなんて」

ここにも、踊れない二人がいる。ワルツの底なし沼にどう

小池正博

と、そして、戦いの中で垣間見えた風景を思い出している。

よ」。手に手を取って、さあ永遠のワルツへ。

ワルツまで二枚ください片道で

言葉の意味との戦い、語感との戦い、とことん戯れる戦い、

あった。彼らにとって、「句会は選者との戦い」の場。今、

とことん無視する戦い…。

「おおよそ」という言葉選びは、あいまいさを伴い、時と

ルツでなければならない時間。ねばならぬ一瞬に気づくか気

める前のうきうきとしたワルツではなくて、ある事の後のワ

ワルツじゃなければならない事後がある。楽しいことを始

富山やよい

して川柳には不似合いなことがある。しかし、ここで「ワル

づかないかで、二人の未来は大きく逸れてゆくのです。事後

労働のあとはワルツで帰ります

ツ」と出会ったことで、「おおよそ」は市民権を得た。「あ

のワルツは、とびっきり静かで滑らかだ。さ、かえろ、かえ

安黒登貴枝

せた」然り「生きる」然り。具体的なイメージを結びにくい

ろ。どこかへ、かえろ。どこへでも、かえろ。

色褪せたワルツでおおよそを生きる

あいまいな中にあって、「ワルツ」が立ち上がり、その言葉

川柳の奴。どちらもしつこい。

なめても踊り続ける一部分を、今認めている。ワルツの奴、

こか一部分がずっと、小さく小さく踊っていた。そっとたし

ワルツ、ワルツ、と唱えていたら、いつのまにか身体のど

と言葉の関係性さえもくっきりと見えてくる。だからこそ、
のワルツ♪ 来た道を振り返り、振り返り「やっぱり、踊れ
なかったね」と笑う道行だ。
ワルツを与えてこんなに大きくなりました 保田悠詩
ずっとワルツを聴いていると、幸せなんだか、単調なんだ
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【引く】

松原典子

選

引き際はフェイドアウトがよろしいかと
白線を引かれワクワクする広場
引き潮にごっそり渡すアドレナリン
地引き網にピチピチ愛されたしこり
あかんべーをしている引き潮のどさくさに
ぽたりぽたりと当たりを引いて沼
それ以上引くとポロッと落ちる首
ひきめかぎばな
お面は引目鉤鼻にかぎります
引き際が弱くて傘を持ち歩く
渾身の嘘で月夜の網を引く
紐を引くじわっと闇が深くなる
お引き取りください受胎告知まで
文庫本膝から落ちる潮が引く
差し引くとたんぽぽだけが手に残る
眉を引く男そのまゝお婆さん
ゆきずりの瘤の一つを引いてくる
グググーンと引けば唇は二つ
三人の花子で引っ張り合いをする
おじいさま引っぱって来るおばあさま
モザイクを引く手あまたの絵の中に
綱引きの向こうはみんなテロリスト
脇腹に添って糸鋸ひいてみる
引き算ならできますと夜店の金魚

いわさき楊子
いわさき楊子
富山やよい
松本藍
番野多賀子
酒井かがり
安黒登貴枝
山下和代
長谷川博子
内田真理子
松永千秋
林たくや
井上しのぶ
柴田夕起子
渡辺隆夫
石部明
中山一新
松永千秋
草地豊子
松原敏和
西村みなみ
本多洋子
山下和代

引っぱるので引っぱられている大根

引き潮の薔薇は極限に耀く
花買いに行く手が銃を引きたがる
一族で月を引っぱるよもつひらさか
三日月の顎引き算はもう止そう
選ばれた人を引きこむ沼の鰐
地平線を引いているのはロバのパン
真昼から親兄弟を引っこ抜く
金魚のうんこ引きつれている金魚
ああ見えて引き算だけで暮らしてる
男が引くか女が引くか丸木橋
引っぱってみてよ背中のしつけ糸
ガジュマロは四本指でえぐるべし
籤引きでイシベアキラになりました
混沌やちゅうて引き抜く猫のひげ
長引くなあトマトジュースが澄んできた
なみせん
メビウスの輪に
を引く 蛇になる
引っ張ると紐にぞろぞろ続柄
準特選
どじょう掬いの基本はへっぴり腰である
お月様をごろごろ引いて見せ歩く
特選
紐かけてガンジス川を引いてくる
軸

篠原和子
北川拓治
江尻容子
東おさむ
小池正博
西浜高志
樋口由紀子
中山一新
保田悠詩
長谷川博子
井上せい子
銀次
江口ちかる
きゅういち
野口裕
吉澤久良
安原博

木下草風
石田柊馬

石部明

松原典子
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松原典子

引くことを損得勘定の場合に限ると、答えは只一つ揺らぎ

下された警告であると思われても仕方がない。

紐かけてガンジス川を引いてくる

石部明

この様な表現で月を見たのははじめてのような気がする。

インドの母ともいわれる聖なる河ガンジス、この大河をし

て引き寄せたいとする願望、これは一体どこからくるのであ

であり、信仰という大きな存在を、苦しみのその先で知るこ

人間は生きている限り、生老病死の影はつきまとうのが常

ろうか。

とになるのは確かなことであろう。

世の多くのプラスとマイナスの関係性においては、双方の

もない明瞭なところである。
力加減によって、うまく成り立っているふしも見られる。思

自力では救われがたい自分が、苦しみの世界から解き放た

くるものだといわれている。

の解脱と悟りにあって、はじめて信ずるという行為が生じて

インド仏教での帰依するところとは、その根底にある個個

わぬ引き合いで展開する筋書は面白くなるものだ。

木下草風

場面場面でプラスへの転換をも醸しだす、摩訶不思議な語
彙ではあるまいか。
どじょう掬いの基本はへっぴり腰である

れた時こそ、偉大なるガンジスは永遠の解脱として、あたた

諸般の仕組みには、基本という厄介な制約がある。どじょ

かく迎えてくれるに違いない。

ればならないという課題が残されている。

信じるしかないのだが、それ以前に、人間には生き続けなけ

他力が引力以上のたしかな力になるかどうかは、ひたすら

う掬いの基本にも、へっぴり腰という熟達された、足捌きが
石田柊馬

あることをあなどってはならない。
お月様をごろごろ引いて見せ歩く

映画「Ｅ・Ｔ」のシーンが一瞬よぎるが、これでおさまる
月の探査はその謎に迫って、今なおも続いているところだ

筈もないのがこの一句である。
が、月と地球の差は何光年も前から、その姿を変えてはいな
い。絢爛に繰り広げられる天界のスペクタクルは、ちっぽけ
な地球の営みを露呈してやまないばかりか、人間の傲慢さに
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【ゴリラ】

原田否可立

選

笑うとき一拍ずれるのがゴリラ
台所に落ちていたのはゴリラの毛
我々のゴリラだ石を食べさせろ
月を抱く瞳はゴリラのままである
漢字も読めます改革派のゴリラ
ブレーキを踏むとゴリラの手が上がる
ゴリラだと岡山西署に出頭す
抜歯したゴリラに玉虫色厨子
ゴリラでもなれる総理かウォシュレット
リバルディの「四季」をゴリラも好きらしい
ゴリラならあっという間に解ける式
うら声で歌うゴリラを見ましたか
桃太郎弁当食べているゴリラ
一匹のゴリラに夜が長すぎる
タカラジェンヌとゴリラで即日完売
警察のトイレを借りるゴリラに会う
ぴんくのメッシュ ニューハーフのごりら
ピーヒャララ ゴリラの中で笛が鳴る
長老のゴリラ廊下をダダダダダ！
あたら初々しいゴリラの部品
お眠りなさい私のマウンテンゴリラ
ゴリラゴロリと空から涙落ちてくる
ゴリラごりらゴリラを足すと十五リラ
松本藍

石部明
樋口由紀子
吉澤久良
酒井かがり
丸山進
富山やよい
江口ちかる
くんじろう
丸山進
渋谷由紀子
井上しのぶ
石部明
笠島恵美子
福力明良
中山一新
江尻容子
久恒邦子
谷山典子
くんじろう
吉澤久良
松永千秋
渡辺春江

ゴリラなら胸を隠すか顔を隠すか

灰色の脳細胞を持つゴリラ
道行は征夷大将軍のゴリラ
ゴリラにもとろみを付けるかたくり粉
うまれたてのゴリラのようにさようなら
さてゴリラハイビスカスと言いたまえ
五つまで数え眠りにつくゴリラ
ゴリラの腕で意識が遠くなっていく
ひまわりは五十がらみのゴリラです
ゴリラではなくなったのねお別れね
缶切りも持たずゴリラは出て行った
行ってみたいところゴリラの脇の下
首だけを拾い集めてゴリラ園
ポケットの中にあるゴリラの指紋
ふるさとがゴリラのへそに住んでいる
ばついち
と申しますのもゴリラも私も×一で
東からゴリラが来れば明日は雨
さんざんに迷ったあげくゴリラする
準特選
ナルシストの線を貫くとゴリラ
ゴリラとゴリラ薬箱から消えていく
特選
ちょっと目を離すと増えているゴリラ
軸

吉松澄子
樋口由紀子
井上一筒
畑美樹
筒井祥文
松永千秋
西浜高志
榊陽子
きゅういち
井上しのぶ
井上せい子
銀次
畑美樹
原脩二
前原勝郎
野口裕
彦坂美喜子

いわさき楊子
西浜高志

ひとり静

原田否可立
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原田否可立

調子が良くても私にはこんな句はできない。と思うような
句に惹かれます。

いわさき楊子

彦坂美喜子

止する昨今」では「飛び越し型」に期待せざるを得ないでし
ょう。

さんざんに迷ったあげくゴリラする

二度目からは迷わずゴリラしましょう。

ナルシストの線を貫くとゴリラ

貫くとで切って読むのもおもしろい。

ない。もしかしたら、そう思ったゴリラとゴリラがプラスチ

置き薬の薬箱を思い出した。プラスチックのそれでは味が

西浜高志

児玉文雄芝浦工業大学教授の次のような文章を読んだからで

ックの薬箱を出たのかもしれない。妖しいことをするため

ゴリラとゴリラ薬箱から消えていく

す。「市場が連続的に絶えず変化する状況下では、既存製品

ですから、そんな句を選ぶつもりで選をしました。理由は

を段階的に改善する方が大きな変化を要求する技術開発より

間解を跳び越し、新しい技術体系に突入する「飛び越し型」

暫定的な「中間解」が持続可能ではなくなっており、この中

ている。すなわち従来の「積み上げ」方式からもたらされる

てエイリアンか何かのようにゴリラに成長したのでしょう

ったのでしょうか。床に落ちた体液がムクムクと活動を始め

たのでしょうか。どこかの群れを外れた新しい何匹かが加わ

ょうか。それとも、普通の生殖活動で二匹が三匹以上になっ

細胞分裂のように一匹が二匹に二匹が四匹になったのでし

ひとり静

に。

技術開発が要求されているのである。―中略―今後必要な技

か。

ちょっと目を離すと増えているゴリラ

有利であった。だが既存製品の市場の成長が減退・停止する

術革新のカテゴリーは持続的な技術軌道から大胆に逸れると

昨今では、前者のタイプの技術開発が有利とは限らなくなっ

いう破壊的技術を目指すものと考えられる」
この「破壊的なこと」をバックストロークに期待するから
にほかなりません。なぜなら、川柳の現状も連続的に絶えず
変化する状況下ではないと思うからです。「成長が減退・停
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【図】

小池正博選

選

図星です紋白蝶を産みました
踏切りを越えると一面春の図に
世界地図ほどいてのちの金魚かな
涅槃図の臥した弟子達飯を待つ
透視図と月のあいだの燕尾服
薄明の泥のことばや百猿図
アルプスの構図を寝袋に畳む
断面を持たずにボクらの団地
ダルマの目図式たどれば花曇り
人間をデフォルメ花と蝶になる
お陽さまは黒だとぬけぬけと詐欺師
カニの爪痕の洛中洛外図
目を逸らせたのは涅槃図の猫
半島の図を売り歩く夏まつり
図面には無いが桜の丘がある
背伸びして涅槃図を見ているキリン
白地図をよぎる寡黙な砕氷船
一滴の朱を滴らす展開図
ブランコに揺れてるヒトが載る図鑑
がちがちの構図の中で浮いている
家系図の紙魚に食わせるひとところ
図解つき広げた羽のたたみ方
手をつなぐ絵の前で剥くゆでたまご
江尻容子

桑名知華子
前原勝郎
江口ちかる
光岡早苗
兵頭全郎
吉澤久良
東おさむ
酒井かがり
江尻容子
牧野ねえね
辺安子
井上一筒
樋口由紀子
畑美樹
練尾嘉代
丸山進
吉澤久良
福力明良
井上早苗
藤成操江
ひとり静
兵頭全郎

人形の裸体に地図を描く仕事

図柄から蛙一匹ぬすみでる
消えぬ影とあっては餓鬼のあとさき
図面からはみ出している猫の尻尾
地図にないワーズワースの離れ島
泡立草の図式に包囲されていた
図式Ａ殺さなければ殺される
等圧線ほどけ本気のキリギリス
婉曲の構図で描くと消える海
鳥瞰図くわえて鶴は議事堂へ
ふくろう便できれいな闇の設計図
涅槃図の姿で転んでいる土瓶
パピルスのツタンカーメン発芽する
松任谷由実の断面図から稲光
ページのメロン図について
存在と言えば横向く世界地図
身体の外に運び出される曼陀羅図
サイフォンに沿わせる裸体自由律
準特選
ライオンを落語図鑑に追い立てよ
メタモルフォシス枕草子の匂いだす
特選
どの線を消せば教授になれますか
軸
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安黒登貴枝
銀次
柴田夕起子
石橋芳山
山田ゆみ葉
原田否可立
森田律子
竹本妙
河添一葉
吉松澄子
木下草風
本多洋子
中山一新
森茂俊
石田柊馬
樋口由紀子
富山やよい

筒井祥文
内田真理子

井上しのぶ

小池正博
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『変身』の主人公が虫に変身したり、ギリシア神話のナルキ

草子の匂いがしたというのである。西洋的な言葉と日本の

たのかは書かれていない。変身・変転する事物の中でふと枕

ッソスが水仙に変身したりする。この句では何が何に変身し

「図」という題で様々な風景を見せていただいた。「画」

『枕草子』を強引に一句の中で結び付けているが、私はこの

小池正博

でも「絵」でも「線」でもなく、「図」というテーマである

マンガ的読みの可能性

が、「図」の入った熟語を用いた作品だけでなく、「図」と

井上しのぶ

「図」という題で「線」を使うのは皮肉だが、線を描いた

どの線を消せば教授になれますか

句の場合は成功していると思っている。

ろう。この句、日常的現実を書いているとすれば、『白い巨

筒井祥文

「落語図鑑」には当然落語家がいるのだろう。作者は気楽

塔』のような教授選とも考えられる。「対抗馬のどのライン

ライオンを落語図鑑に追い立てよ

いう言葉を使わずに景色が見える作品も選ぶようにした。

に 追｢い立てよ」と言うが、ライオンに来られた図鑑の住人
たちにとっては災難である。それとも、人を食った落語家は

オンが動物図鑑にいるのは当然だが、落語図鑑にという点に

細(田洋二 は)私の愛唱句だが、「図鑑」を詠む場合、そこに
何か新鮮な発見やプラスアルファの付加価値がほしい。ライ

「図鑑物」と呼んでいる。「父逝くや図鑑の魚を盗まるる」

短歌や俳句でも図鑑は素材としてよく使われるので、私は

人の教授キャラを完成する。私たちもマンガのキャラなの

みると、キャラクターの余分な線を消すことで、漫画家が一

部分は消さなくてはならない。もっとマンガ的な読みをして

「教授」という存在になろうとするのであれば、その過剰な

も、「線」を比喩的にとらえると、人はだれでも無駄な線を

を消せば教授になれるかね、五郎君」というわけだ。けれど

り消したりすることで図ができあがるのだから、許容範囲だ

ライオンまで食ってしまうというのだろうか。

ひねりがある。そもそも「落語事典」ならあるが「落語図

だ。「君、余計な線が身体から出てるで」「えっ、どの線消

のを思い出した。

「現代における一般的読みとはマンガ的読み」と述べている

したら教授になれるでしょうか」―渡辺隆夫が本誌創刊号で

身体の輪郭からはみださせて生きているのかもしれない。

鑑」は本当にあるのだろうか。その言葉の違和感に立ち止ま
内田真理子

った。
メタモルフォシス枕草子の匂いだす

オヴィディウスの『変身物語』をはじめとして、変身譚は
古今東西の神話や物語に多く取り上げられている。カフカの
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【図】

彦坂美喜子

選

靴底に敷く二次関数のグラフ
井上一筒
泡立草の図式に包囲されていた
山田ゆみ葉
゛
下の図は悲劇です へへののもへ
林たくや
松任谷由実の断面図から稲光
中山一新
修羅の図が公園のベンチに置いてある
牧田浩子
手術室図画工作の灯りあり
金築雨学
カーナビで時には海の上走る
広畑こうじ
等圧線ほどけ本気のキリギリス
森田律子
カニ道楽が何だジンベイザメ飾る
くんじろう
がちがちの構図の中で浮いている
藤成操江
ぼんさんがへぇをこいだの展開図
くんじろう
婉曲の構図で描くと消える海
竹本妙
思いきり喉に絡まるアジア地図
畑佳余子
動物園の地図へ桃を貼っておく
笠島恵美子
人間図鑑にいつでも見守られている
北川拓治
頸絞めた蝶をあつめて蝶図鑑
石部明
黄泉からの合図に待てとメールする
篠原和子
お白粉くさい刺青図鑑
渡辺隆夫
図図しく生きると腹がへってくる
木野光子
図にのらぬようにカボチャのままでいる 石部明
家系図の紙魚に食わせるひとところ
江尻容子
家系図に帯が一本垂れている
草地豊子
涅槃図の姿で転んでいる土瓶
木下草風

指先はきっと図星がすむ干潟

ページのメロン図について

背開きの魚に拡がっていく海図
合図も指図も嫌いとひとさし指
未来図を前頭葉に貯めておく
合図など出来ない場所にいるのです
十八階に喫煙ルームぶら下げる
地図帳の切れ目テポドンの尻尾
一族の図はこんがりと焼きあがる
カニの爪痕の洛中洛外図
真四角に味も素っ気もなく老いる
図工の時間にママの抽象画
図星です紋白蝶を産みました
図の中のタコが一匹子を孕む
俯瞰図のドミノ倒しは桜色
曼陀羅を遠心分離機にかける
春の湾きらきら浮かべる私の図
透視図と月のあいだの燕尾服
壊れた円はやさしさの図式です
準特選
微粒子とびかう死後という案内図
図々しい耳による人生相談
特選

軸

23

内田万貴
山下和代
河添一葉
吉松澄子
きゅういち
中村せつこ
畑美樹
井上一筒
渋谷由紀子
伊藤かぎう
桑名知華子
井上しのぶ
井上早苗
森田律子
前原勝郎
兵頭全郎
内田万貴

松原典子
林たくや

森茂俊

彦坂美喜子
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表現のフラストレーション

彦坂美喜子

作品の言葉と私の言語感覚の出会いがしらの真っ向勝負み

ーションが溜まる。

図々しい耳による人生相談

林たくや

「図々しい耳」と「人生相談」の組み合わせは想像のうち

選句を一覧してみると、短い語句の関係のなかで、やはり

くなる。良くも悪くもそれが現在の言葉の質感である。

耳」に隠喩的な意味を付与するとこの句はたちまちつまらな

面の妙な図式。字面どおりに読むことで面白い。「図々しい

始め、耳だけがクローズアップする。大きな耳と対面する内

たいなところで選句をさせていただいて、緊張の極の結果は、 だが、「耳による」というところで、一気に耳が主体を持ち

句の意味をずらしたり、外したり反転させたりレトリカルな

そのフラストレーションが最大になるのが次の句。

自分の言語観と川柳詩観を逆照射されたという感じである。

作品を選んでいる。これまで私たちが獲得してきた修辞（法）

森茂俊

なぜ ページなのか。メロン図とは何か。「について」と

ページのメロン図について

の経験のなかで、意味の側から強く働きかけてくるものだ。
現在は、その強さが邪魔に感じられることがある。それは、
世界が二項対立の図式で語れなくなってしまっていることと
石部明

を想起させる。が、これとてもメロン図の確証ではない。諧

出来ない。メロンという果物の表面にある模様がわずかに図

は何を指すのか。ここには、何一つ答えをみつけだすことは

図にのらぬようにカボチャのままでいる

謔も穿ちもユーモアもアイロニーもない。この句に出会った

時の「ナニ、コレ？」という読者の一様な心境。それこそが

畑美樹

最大の諧謔と穿ちといえないだろうか。この句の言葉の外部

松原典子

ふっと気を抜いているようで、まだ隠喩が活きていて、意

一族の図はこんがりと焼きあがる

味の範囲に、句に読者を引き込む。内容は辛らつだが、言葉

で、個々の心情を巻き込んで生起している表現の場所を考え

案内図の親切さとは裏腹に「微粒子とびかう死後」という

の場所がここにある、と思う。だが、しかし、それゆえに一

う。究極のところで辛うじて繋ぎとめられている現在の言葉

ない限り、この作品を川柳として認めることは出来ないだろ

科学的な措辞が人間味を解体して、心情へも作為へも落ち着

回性の表現という限界も併せ持つ。

微粒子とびかう死後という案内図

は深刻にならないところへまとめられているところがいい。

壊れた円はやさしさの図式です

関係している。だから力を抜きたい。

23

かない。共感の一歩手前で懸垂状態に置かれて、フラストレ
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23

OFF

OFF

OFF

選
渡辺春江
柴田夕起子
彦坂美喜子
松本藍
畑佳余子
安黒登貴枝
樋口由紀子
桑名知華子
中山一新
くんじろう
兵頭全郎
井上せい子
北川拓治
井上一筒
久垣邦子
草地豊子
小澤誌津子
木下草風
岩根彰子
笠嶋恵美子
銀次
森茂俊
練尾嘉代

オフレコで頼む大臣の酒癖
ＯＦＦの街クジラ一頭迷い込む
埋蔵金を から に切り変える
今日はＯＦＦ自転はしないことにする
ＯＦＦ会にイシベアキラが百人も
ＯＦＦにしてさあお布団を敷きましょう
今日も今日とておいやんのＪポップ
骨折れる音してＯＦＦの帰還兵
燈台の真下で off
がよく釣れる
にした男を入れる段ボール
ねえさんが錆びる電池が のまま
紫陽花が咲くまで筋肉ブラブラ
物語は 硬直が始まった
男のＯＦＦギョーザの耳のたたみ方
ケイタイをＯＦＦに野獣と逢っている
関東は雑煮の中にＯＦＦ入れる
仏壇をゆっくり舐めるＯＦＦの日に
準特選
赤なまこオスとオフとに別れゆく
おとなりのＯＦＦさんは今アレですね
特選
スイッチ 子どもは欲しくありません
軸

OFF

OFF

OFF

ON

off

ＯＮ泉だから何よりＯＦＦ呂

OFF

渡辺隆夫

55

【ＯＦＦ】

OFF

ＯＮとＯＦＦの区別つかない女です
三輪車の後からＯＦＦが従いてゆく
覗いてる の首です手足です
マンホールにわたしのＯＦＦはあるはずだ
ＯＦＦにしたところうっすら光りだす
ナムアミダ の夜桜お七かな
「かあさん」と叫んで日本をＯＦＦにする
ＯＦＦにする一秒前の花ぐもり
ｏｆｆだｏｆｆ だとハイヒール飛んでくる
時 分に消すニキビ
幸運やブレーカーとは落ちるもの
いろいろあって当然プシュッとＯＦＦ
九条の議論 にはしてならず
絹糸一本でＯＦＦにしてやった
クーリングオフしてほしい格差婚
ブレーカー落とす縞馬の縞消える
ギリギリのところで潔くオンに
ピンクの電源喪中にてＯＦＦに
私からオフにならない牡マンタ
三度目のバージンロードへキック
菜の花やわてが錦の団子踏み
靴下を朝から脱いで象と寝る
半生がずーっと で深い海
11

OFF

木下草風
石橋芳山
北川拓治
井上早苗
林たくや
石部明
銀次
石橋芳山
金築雨学
安黒登貴枝
江尻容子
森田律子
西村みなみ
中村せつこ
辺安子
丸山進
西浜高志

きゅういち
丸山進

松永千秋

渡辺隆夫
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選後感

渡辺隆夫

きゅういち

オスのスには男としての突っ支い棒があるが、オフの
フ に は そ れ が な い 。つ ま り 、 オ フ と は メ ス の こ と で あ る。

では、赤なまこが、なぜ雌雄に別れてゆくのだろう。合
ナムアミダ の夜桜お七かな
安黒登貴枝
体・興奮中の赤なまこにお酢を少々…。あーら不思議、
夜桜お七が昼間（ タイム）に何をしているか、と考える
オスとオフとに別れてゆくではないか。これぞ、残虐酢
作者の創造力。そして、木魚叩いてナムアミダをやっている
なまこ物語。
に違いないと断定する推理力。つまり、彼女はお寺さん（梵
妻）だったのである。となると、樋口由紀子あたり、夜桜お
おとなりのＯＦＦさんは今アレですね
丸山進
七である可能性が高いぞ。
お爺さんは近所の物干し竿を、毎日、観察調査している
ｏｆｆだｏｆｆ だとハイヒール飛んでくる 中山一新
ブ ッ シ ュ 前 大 統 領 に 飛 ん で 来 た の は ド タ 靴 で あ っ た が、 のです。若いころは、つい、手を伸ばしたりもしたのです
ハ イ ヒ ー ル だ と 事 情 が 違 う 。必 ず 、 第 二 、 第 三 弾 と し て、 が、今じゃ記録に徹しているのです。その研究成果を、老
人倶楽部で「左隣は 日型だが、右隣は 日型だ」などと
ブラジャーやパンティが飛んでくる。それらを全身で受
喋ったりするもんで、目下、仲間ハズレの処分中なんです。
けとめて、やさしく強く抱きしめる技倆がなければヒス
テリー女房の亭主は勤まらない。
スイッチ 子どもは欲しくありません
松永千秋
昔、ニューヨークで大停電がありました。それが翌年
ＯＦＦ会にイシベアキラが百人も
林たくや
の出生率をぐんと引き上げました。停電さえなければ、
昔、麻原彰晃のハリボテが、何人も、選挙カーで「シ
子供を産まないで済んだ人がたくさんいたのです。これ
ョーコー、ショーコー」と踊っていた。この句から、イ
も昔、生物学の授業でこんな講義がありました。山羊の
シベアキラのハリボテが何人も登場して、今夜の懇親会
は タ マ ラ ン ゾ ー 、 と 心 配 し つ ゝ 選 を し た 。幸 い な こ と に、 雄 に 豆 電 球 を 貼 り 付 け て 、 四 六 時 中 、 そ こ を 温 め る と 精
子 が 出 来 な く な り ま し た 。も ち ろ ん 、 子 供 は 出 来 ま せ ん。
一人の石部明がニコニコとごあいさつ。
以上の例を参考にして、たとえ室内照明を にしても、
男に貼りつけた豆電球が常時 でありさえすれば、子供
は出来ません。一度、お試しください。
off

赤なまこオスとオフとに別れゆく
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off

OFF

28

ON

30

OFF

【差】

金築雨学

選

飛び石を飛んで楽しく差をつける
透明の門をくぐってきた差益
フライパンのさばきで比べられている
温度差があって縄梯子を昇る
差し引いたものをきっちり身にまとう
鍋焦がすおこげ素適な差をつける
ご先祖の差は受けつがぬ婿養子
ふるさとの屋根の高さが違っている
元金の桁の違いで差は開く
春二番少し遅れる千葉の姉
電気代を引くとモモンガが残る
平成と昭和の落差蜘蛛の糸
親指も人差し指も折り畳む
体重計売って広げる差別社会
はんぶんこしたはずなのに差ができる
相続税生まれながらという言葉
力の差を大臣が発表します
私が画くと微妙に違うカバの顔
性差とはホウズキ市の屈み癖
研究のテーマは僕とクラゲの差
マニュフェスト段差を青で塗りつぶす
愛嬌でまずしい母が差をつける
差をつけられるカシミヤのおかあさま
井上せい子

濱田陽彩子
河添一葉
畑佳余子
西浜高志
柴田夕起子
畑佳余子
河原加枝子
樋口由紀子
伊藤かぎう
きゅういち
井上一筒
野口裕
小澤誌津子
永禮宣子
山下和代
原田否可立
矢吹雅男
辺安子
清水かおり
新家完司
江尻容子
西村みなみ

人間はいかがわしくてタッチの差

トロッコに誤差は分別してください
山よりも大きな猪を飼っている
なめくじとでんでん虫の利息の差
鼻の差のあたり御幣のすれる音
私が盗まれそうな交差点
段違い平行棒くらいの差
年令の差は天気を褒めて誤魔化そう
三階と二階で月をひと回り
遅咲きの桜と姉の忘れ物
くしゃみした０・２秒差で負ける
温度差は埋まらぬうどんでも食うか
唇の差です風船の歪み
ミッキーマウスがまた差をつけてくる
鼻の差で将軍様に負けている
焼き方はおんなじですね喉仏
アヒルの差棒が一本ありました
天然と養殖 骨盤がゆがむ
準特選
お隣と微妙に違う下ろし金
炎の色でわかる男と女の差
特選
兄さんのようには出来ぬ鳥の声
軸

江口ちかる
くまひこ
野口裕
松本藍
福力明良
草地豊子
奥田勝子
森茂俊
富山やよい
石部明
長谷川博子
桑名知華子
柴田夕起子
笠嶋恵美子
安黒登貴枝
小池正博
安黒登貴枝

松永千秋
牧田浩子

くんじろう

金築雨学
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景色の見える物語

金築雨学

モノ、ヒトなどの違いを、そのまま申し述べた作品が結構
多かった。「男と女」「おばさんと熟女」「鮨とラーメン」
「プラチナとアルミ」「よい子悪い子普通の子」「五十歩百
歩」「カレーライスとラーメン」「捨てた石拾われた石踏ん

見えないところに隠してあって、それが私を惹きつけた
のだろう。

炎の色でわかる男と女の差
牧田浩子
遠い山火事を想像した。どんなに燃え盛ろうが、広が
ろうが、その火の色で〈を（男）のこ（子）〉か〈め（女）
のこ（子）〉の山かがわかる。心象心理を風景として画
きあげているから、とかく難儀とされる己の心象が、他
人にも鮮やかに伝わる。

だ石」。これらの発想、あるいはその後に何を言いたいのか、
兄さんのようには出来ぬ鳥の声
くんじろう
感じさせたいのかがわからなかった。ユーモアが狙いだった
何もかも自分より優れている兄。幼い頃から頭が上が
ら、はっきりその狙いを絞ってほしい。また例えば（原句を
らない。ケンカをしても、勉強を比べても、走っても泳
遠慮して）「差別だけではない区別しているだけ」「兵器と
いでも兄には遠く及ばない。他人が見たら、きっと顔だ
ちもスタイルも「あれが兄弟か」と見間違うほど。でも
性器」「おむつにも乳児用介護用」などのような語呂合わせ
兄を追い越そうとは思っていない、競争しようと考えた
は入選を遠慮した。
こともない。兄弟にしては珍しく、この弟は心底兄を慕
っている。
「差」題の意。ＡとＢとの間に横たわる、個性ある作者の

「景色」「心理」「心象」を期待していた。

お隣と微妙に違う下ろし金
松永千秋
こんな瑣末なことが、なんで私の気持ちの中にスーと
入って、ピッタリ張り付くのだろう。信頼の置ける、心
安いお友だちとの違い、触れ合いの微妙な心理が、句の
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バックストローク

in 大阪

のご案内

◇日時 2009年９月１９日
（土） 13：00〜17：00
◇会場 ホテル・アウィーナ大阪 3階葛城の間
近鉄上本町駅から徒歩3分

（アウィーナ大阪

13：00
第一部

第二部

開場

TEL06-6772-1441）

13：30

出句締切

シンポジウム
「私のいる川柳／私のいない川柳」
司会
兵頭全郎
パネラー 彦坂美喜子（歌人・井泉短歌会）
吉澤久良 小池正博 樋口由紀子
川柳大会（各題２句・欠席投句拝辞）
兼題 「間」
「指す」
「ブログ」
「栓」
「ゾーン」 （以上５題の選者は当日発表）
「侯爵」 石部明選
17：30〜

懇親会

会費 2000円 発表誌1200円（同人・会員・購読会員不要）
懇親会 5000円
事務局

小池正博 〒594-0041 和泉市いぶき野2-20-8
TEL&FAX 0725-56-2895

アウィーナ大阪に当日宿泊ご希望の方は事務局までご連絡
ください。(部屋数に限りがありますのでお早めにお願いします)

主催

バックストローク
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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

8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「蛸」３句

投句先 〒396-0111

くんじろう選

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
うたの起源・川柳の起源
羽田野令・小池正博

後 記

▼第二回ＢＳおかやま大会を無事終えることができた︒

まだ二回目とは思えない︒もう何年も積み重ねている

ような皆さんとの濃い時間を︑この号を編みながら改

めて思い返している︒

▼第一部﹁寺尾俊平と定金冬二を語る﹂︒当日は選の

時間と重なって最後の一部分しか聞くことができなか

ったが︑録音テープで全編聞くことができた︒この歴

史の続きに︑私たちはいる︒伝統と革新という言葉も︑

その歴史の上にあることを今更ながら思う︒そしてま

た︑第二部句会の醍醐味もまた︑俊平や冬二の時代の

歴史に︑確かにつながっている︒

▼小特集﹁石田柊馬をやっつけろ﹂︒同人句を︿読む﹀

ことを︑地道に︑そして熱く重ねてきた石田柊馬︒そ

の歴史は︑確かにバックストロークの歴史ともなって

いる︒今号は︑その柊馬の句を︑四人で読んでみた︒

柊馬をやっつけられたかどうか︱︒背中の鱗一枚ぐら

いを剥がすことができているだろうか︒反論を聞いて

みたい︒

▼夏真っ盛り︒九月には︑大阪の陣も迫っている︒新

︵美樹︶

しい歴史に︑是非︑お集まりください︒お待ちしてい

ます︒
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石部明 〒709-0421 岡山県和気郡和気町日室519-12
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akuru7005@yahoo.co.jp
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協力

松永千秋
石田柊馬

樋口由紀子 小池正博

〇同人 年間15000円 〇会員 年間6000円 〇購読のみ 年間4800円
〇頒価 1000円（送料200円）
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