第 29 号

薄闇を育てるカーテンを引いて

松永千秋

大橋一弘

写真

歌人の小高賢氏の「現代短歌の見取り図」と題した講演
を聞く機会があった。小高氏は最近出版されて話題になっ
た『現代の歌人１４０』の編著者である。同じく小高氏の
編著書で１９９９年に発刊された『現代短歌の鑑賞１０
１』は私にとって現代短歌の良きテクストであった。
小高氏は現代短歌のおかれている背景や現実など具体
例をもってわかりやすく話されたが、その中でも「大衆」
についての指摘がとりわけ興味深かった。氏は次のよう
に述べられた。（当日のレジュメとメモしたものとで思
い出しながら書いているので、間違っている箇所もある
かもしれないが。）
○現代の短歌は旧歌壇と大衆参加型とＩＴ歌壇の三派鼎
立。
岡井隆の認識（二○○五年角川短歌年鑑）
○膨大な短歌の生産量、消費される短歌（じっくり読ま
ない）、カラオケ現象（佐佐木幸綱）
○大衆的欲望に支配され、大衆というカイブツが侵食し
てくる。
○大衆が望むものはどうすることもできない。動き始め
ているものを止めようがない。
○大衆とは私自身のことでもあり、大衆は疲れきるまで
動く。
○短歌への大衆の膨大な参加が、短歌を変容させてきた
一つの要因である。

29
号

樋口

由紀子

これらの言説はほとんど川柳に当てはまり、示唆に富
んでいる。川柳は大衆から生まれ、大衆に支持されてき
た歴史がある。川柳は短歌よりも一足早くこの侵食の事
態が起こり、もちろん今もそのまっただなかにいる。川
柳の方が大衆のすごさとこわさは身を以って知っている
はずだが、分析も警戒もせずに、小高氏の問題意識とは
別のところで大衆を作り上げてきた。川柳は大衆文芸で
あり、大衆の共感を得るために、誰にでもわかるもので
なければならないと、懸念するよりは後ろ盾にし、大衆
は誰かの都合にいいように設定されてきた。大衆にわか
るように、わかりにくいことは避け、大衆に理解されな
い川柳はひとりよがりであると言われ続けてきた。比喩
の俗っぽさ、稚拙ささえ、ときにはそれがわかりやすい
ので、大衆的であり、そこに変わらぬ人間らしさがある
と評価される始末である。なにもかもがごっちゃになっ
ていたのだ。川柳は大衆というカイブツを自ら作り上げ、
得体の知れない大衆に脚光を浴びせ、自由な表現の幅を
狭めてきたのかもしれない。
川柳にとって大衆は永遠の課題であり、避けては通れ
ない。大衆をもう一度把握して、整理していかなくては
ならない。大衆という波を正面からかぶり、その波を乗
りこえてこそ、川柳は大衆文芸であると言えるのではな
いだろうか。何よりも小高氏が言うように大衆とは私自
身のことなのだから。
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吉澤 久良
京都

姫路

冴え冴えと工具 机上の夢精卵
天へ糸杉 陽の煮凝りて受精卵
透明な稚魚ひしめいてゆくそらの細道
黒潮にこぼす一匙の受胎
シリウスやアスファルトに蒔く仏の歯
朽ちる静物 草いきれのシジフォス
空席のむこうの永劫の流れ野

樋口由紀子
西窓に大きな蒲団干されている
いつまでも飛行機雲の消えぬ家
新聞に挟んで配るドライフルーツ
海面のちらちら見える正露丸
動物園の麒麟を先に誘導する
情緒とはうずらたまごのお吸い物
すっぱくなるので立ったままでいる

清水 かおり

１個の腎臓 果実は５等分
冬の死は遺失物としての成就
声帯をまっすぐにする寒桜
谺食べ鳥の時刻を過ぐと言う
古書店の薄羽蜉蝣は身重
形からかたちへと降りしきる紙
宵闇のビニールが表皮だったの

小池 正博

爪ひとつ島に残した冒険者
右手に見えますのは野生の左耳
土は乾いた狼少年蘇れ
鳥寄せのために誤解を貯めておく
かの人の口臭行方不明なり
満身に罵言を浴びて嬉しそう
島二つどちらを姉と呼ぼうかな

土佐

大阪
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筒井 祥文
京都

梨剥く日トーテムポールは留守である
銀行の青盗まれつ寝台車
鳩の腹天眼鏡はごろとあり
目鼻を取れば「こそ泥」という言葉
鯵の開きも図書館のモノの本
船出する船にそよぎぬ舌と腸
双子来て蘭鋳燃える良夜かな

神奈川

兵頭 全郎

新御幸橋を三回叩くワニ
新御幸橋の呪文を思いつく
ここで新御幸橋なら明日の今
やんわりと新御幸橋はなされる
厳しさは弓 新御幸橋のむね
秒針を聴いている新御幸橋
鑑識課あっけらかん新御幸橋

江口 ちかる

高槻

東京

死にたてはすこし恥じらう蛙かな
眉塚より来たとうひとの下がり眉
ふいご赤くワルイウサギを煮溶かしぬ
口笛を自由自在に曲げてみる
剥製のめ組は組がやって来る
床下で絡まりあった赤い椅子
ひだりゆびブリキの月の匂いして
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渡辺 隆夫

梟に春機再来ほう法華経
秋天のきみが遠くて届かんわ
芒野に不義密通の料金所
ワンコイン入れて密通 分
今生は露か共寝の兄いもと
マネキンのような案山子のような恋
梟の色欲強き朝ぼらけ
30

横澤 あや子
八戸

茨木

出囃しはアスパラガスの尖り声
野菊らのですます体に見張られる
ドングリが討ち死にをするいつもの朝
掻き分けて失踪の耳やってきた
ふくらはぎの花かんざしは端境期
煮びたしのままでひろげる小間物屋
カレーライスへ流しつづける擬態だな

きゅういち
たましいがひぃふぅみぃよ戸が開く
文机暗きバナナを泪ぐむ
冬庭と交わり挙手の電波塔
九条葱疲れた脚を束ねらる
両陛下振り向く鴉かき消える
声ひとつもらさずお湯となりにけり
灯が入るみんな空似をして帰る

北沢 瞳

瀬戸

大阪

履いて来た他人の靴がたまる小屋
お月さまのうさぎを食べに行く我等
歌詠まぬ紀貫之に添い寝する
哲学するビオラビオラの音出して
わたくしに傾く針の無い磁石
宙吊りの人にも配られる土産
残飯を捨てる紅葉の奥深く

丸山 進

傘さして歩けば雨に怒られる
待たされた部屋で薄めに放屁する
号砲で雌雄反転牛蛙
ワザアリの声に芒が平服す
ショック受けひとり雲母のままでいる
老衰でどうでしょうかと念押され
ヘソで笑う手足の長い女たち
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草地 豊子
萩わっと誇大妄想はじまりぬ
秋雲のサーと指名手配犯
川底のぬめりのような仏のような
どろどろと紫式部しごくなり
書簡体 終わりの蟋蟀が鳴いて
みなさまのうしろ頭はうつくしい
蓮根は食える練炭は死ねる

重森 恒雄
棒よじ登る階段の不足分
柿の実は熟れて行進曲歪む
午後二時の記憶を鮒の生臭さ
口開けたところで鐘の横すべり
早ばやと降参をするマンゴー売り
虫喰いの帆の高だかと天の青
ここは聖地か脚撫でに猫が来る

津山

彦根

松原 典子

脇道を這い上ってくる二百人
舌一枚で転がしたことがある国家
非常口がぽかんと口を開けている
古い港にぶら下げている腕の凝り
滑走路一本正しい位置に置き直す
戦争の通り道だよあぶないよ
尊厳こそ猫の歩幅であるような

金築 雨学

男の日課七匹の魚を焼く
コンビニで眠る薬がよく売れる
女と捜す水族館のヒラメ
麗しい話は油と水に浮く
ムカデの出てくる季節です消防署
空瓶回収危ない話ばかりある
天下泰平ところによって雨が降る

岡山

島根
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井上 せい子
松山

岡山

ヴィブラート少し汚れて戻る本
モノクロの彼岸花までスクロール
ぬれせんべいごっこお薬出来るまで
紅葉も水も疑う勝手口
おしゃべりなバラを残らずお買い上げ
極上の闇があるのと柿なます
笑いながら泣く石蕗も突堤も

柴田 夕起子
ねんごろに葬る山姥のはさみ
蝋が溶けあちらこちらの擦過傷
サッカリン甘さ忘れた仏さま
小袋に分けてデパート持っている
売れ残る前に鼻水拭いておく
沸騰をくり返しては裁判所
おしゃべりなポインセチアの舌を抜く

前田

一石

玉野

玉野

手の届かぬ位置で光っている昨日
わたくしを魚図鑑で探してみる
壷の底あたりも砂漠化が進む
天井をめくって下さい私の個展
壁にもたれる壁に押しつぶされそうに
ふるさとの棒を一本持ち帰える
一枚の絵を切りさいて午後の森

前田 ひろえ

これからはきれいごとではすまされぬ
モザイクをかけ樹海へ逢いにゆく
道化師は三分待って出来上がる
間違いに気付いてからの吾亦紅
壁際で壁に聞かせる関ヶ原
漏すまいと 度傾むける背な
一滴の水音ゆっくり幕は下りた
45

10

高橋 蘭
朝刊はお休み動かない水位
人権があるので悪さなどもする
徘回の予定を立てておく日記
明後日の温泉のぼせきったメモ
幸福の木を買う居心地はいかが
スカートはひらひら子殺しの帰り
口三昧につられて穴を深くする

一戸 涼子

北海道

北海道

形態は徐々にこわれる炊飯器
大観衆あしうら見えた見えないと
五本指ソックス上手くはけない台詞
すじみちを辿って行けばわすれもの
もったいない枝葉を拾い芋を焼く
晩秋のカレーが匂う袋小路
屈折をたのしむ打楽器弦楽器

くんじろう

ヘアピンをひとつ遺して洗面器
水色のかたびら着せて冬の鳩
電柱に春いくたびや肉桂水
火の消えた煙草裸で立っている
雪雲の平方根はマンドリン
家柄は畳のふちの菱模様
かたわらに雪降るまでの銅板画

田中 博造

死ぬ人と死ねない人のひなたぼこ
遠景のプールを炬燵から見てる
ときどき弔電が浮き上がるプール
人生のいくつか見えて生きている
釘を打つ 曲がった釘を捨ててから
今朝一番の霊柩車がでていった
小学校のプール 冬を抱きしめて

大阪

京都
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松本 仁
京都

京都

金星の言葉で語れ恋人なら
冥府から恋人たちが復讐に
嬰児の首筋を撃つボレロかな
大宇宙の外へ突き出る唇よ
わが鷲の片翼で掻く星の数
貌のあたりに陽炎燃える鏡かな
死者たちもムーンウォークでやって来る

石田 柊馬
クリスマスツリーは剃刀負けである
老衰の家鴨は見せしめにされる
アスファルト捲れば夥しい鼻梁
まなかいにたんたんたぬき並びおる
神経を抜き取ってから戻すなり
ツルハシの大群止められぬ夜明け
全鰈一斉蜂起後のあなた

浪越 靖政

小引き出し桃色遊戯のなつかしさ
糊代を残して愛を描き上げる
返信は電子レンジにかけてから
竜宮に戻るレプリカだけ残し
リバーシブルもう十分に働いた
深追いをしすぎたようだ象の尻
冬の章みんな熟成してしまう

広瀬 ちえみ

ごつごつの夜の受取り人になる
おみごとよお手本通りの夜を書き
見てごらん夜から液が垂れている
ゴム臭い夜と腕を組んでゆく
向こうから来るのはペケのついた夜
バリケードなんて平気よ夜だもの
笛が鳴り立方体の夜になる

北海道

仙台
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山田 ゆみ葉
錨を引きずり南下したがる秋津島
あいまいな覚醒 舌に残る錆
自転車が気づいたスポンジの道路
マンホールの取っ手の罠と知りながら
宥めつつ苔のにおいの地下道へ
水漏れに引き戻されている碍子
改竄をやんわり拒否する豆の蔓

松永 千秋

京都

福岡

薄闇を育てるカーテンを引いて
闇が広がる撃たれた鳥を抱くために
影の部分と陰の部分で出来上がる
仮面をつけた見物人に囲まれる
明暗を行ったり来たりする善知鳥
嘴はしっかり隠している国家
約束どうりだから不幸なのです

畑 美樹

伊那

岡山

球体の永遠 明日の雪予報
泣いているシュークリームの側に立つ
真横から雨を見ている朝のくに
正確な円を描いて振り返る
指五本そろえるように暮れていき
夕暮れの淵を覗いているお碗
永遠のまんなかに置くあめんぼう

石部 明

梟のいるところまで舌のばす
木にかけておけば死人はすぐかわく
秋の蝶また贋作を売り歩く
死者の眼鏡と禁断の書のありぬ
鉄橋にうつくしく骨ちりばめる
薊など振り向きもせず昼の飯
ぐるぐると紐巻きつける夜の群れ
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アクア︲ノーツを読む

せるだろう。そして「仏の歯」が、現代人に噛み付きそうな

犬の、歯や舌や臭気なども読者に彷彿させるとき、「蒔く」

が、気取りの感を払拭して意味性を思い浮かべさせる。

吉澤久良

ゆる大きな物語りの終焉以後の、喪失感や断絶感が、意識、

今号は、吉澤・小池・筒井・渡辺らの失せもの探し、いわ

の容量が描けるかなどを試行してきたが、その中で、自身の

のこころ。吉澤は一句にイメージの屹立を目指してどれほど

環。近くの「空席」にも「むこう」にも、充たされない人間

失せものさがし

空席のむこうの永劫の流れ野

三つの「の」から「野」に納まらずに、句のアタマへ循環

無意識にかかわらず句に感じられて面白い。失せもの探しは

文学的な資質や好みが、世界 人(間 を)書いた良質の小説にあ
ることを確認し始めているようだ。今号はその反映が感じら

柊馬

いまも社会性を書く句や日常的感慨を書く句の裏に点在する

れる。川柳でいう〔意味性〕という言葉にも定見が無いが、

石田

が、今号では作者の個性的な意匠とともに現われている。し

この二句など、短篇小説の感がある。「野」は、まだ言葉に

する、いわば人間らしさ、何かを求めて止まぬ心性の永劫循

シリウスやアスファルトに蒔く仏の歯 吉澤久良

かし、意匠比べ、同想異句はアカン、と牽制しておきたい。

同

樋口由紀子

ならぬ、そして具体化しないものへの期待を思わせるととも

情緒とはうずらたまごのお吸い物

に、大きな物語りへの憧憬が作用した句語でもあるだろう。

すっぱくなるので立ったままでいる

野良犬だろう。「アスファルト」に「仏の歯」を「蒔」き
川柳における詩について、我々はいまだに定見をもたない。

清水かおり

ながら行く。ほどよい断絶と継続の措辞「や」が見事だが、
これが川柳らしいといえば不明の言い訳、負惜しみになる

同

この二人に共通するものは、川柳という文芸が意味を書き

古書店の薄羽蜉蝣は身重

つづけて来たという認識と、これを絶対とせずに、柔軟な姿

宵闇のビニールが表皮だったの

世界、世俗的な意味性から離れる言語空間での「シリウス」

が、吉澤は、一句全体がイメージで成る書き方で自分流の詩

などの句語は、気取りや脆弱感を思わせるが、「アスファル

勢で自身の川柳を書いていることである。吉澤久良が意味か

を展開しつづけている。世俗世界から見れば五七五は無償の

トに蒔く」の表現は誰にも、アチコチで片足上げる犬を思わ
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る。自分の存在は他者の眼にしか居ないとか、生の軽さや浮

と、入口は別でも、言葉への関心が同じに至ったと感じられ

方から言葉と意味の不即不離に関心を示していることを見る

離の句を書くに及んだことと、樋口・清水が、意味性の書き

ら離れた創作から始めて、今号のように言葉と意味の不即不

性や日常性の多寡の違いは大きい。この両者の発語の違いか

井、今号での吉澤などの位置やスタンスと、句に含まれる私

識がはっきりと在る。本誌でいえば、渡辺・石部・小池・筒

は、自身のいま在るところ、そこから発信する川柳という認

るが、二人の川柳の大方が日常性を基点にしているところに

樋口由紀子

ら、大きな物語の終焉以後の川柳について良質の評論が書か

同

れれば、川柳の現在がよりあきらかになるだろう。

西窓に大きな布団干されている

遊感、アイデンティティーの稀薄、実存意識が濃かった一時

新聞に挟んで配るドライフルーツ

代前と違って、いまは実存性に生じる感慨に実感がない、あ
るのは身体感覚だ、などなど、短詩型文芸で言葉への関心が

二人が見つめている世界 人(間 の)現実の一端である。
爪ひとつ島に残した冒険者
小池正博

増すにつれて喩の抽出に逡巡や不信感が流れ出るところにポ

「冒険者」は自分の「冒険」を知らしめるために何かを喧

清水かおり

個と集 衆( と)して日常的にこころえられていた。樋口や清水
は、時代の相が感じさせる存在感の薄さ、あるいは、句作で

伝するようなことをしない。尤も、江戸時代に爪を剥がして

同

の言葉の浮遊感から、言葉への関心を急かされつつ、川柳と

１個の腎臓 果実は５等分

いうカタチを信頼して書いている。一句一句に言葉への関心

恋の相手に誠を誓う放爪 ほ(うさい と)いう風習もあったの
で、「冒険」の一途さの表現「爪ひとつ」に、これが踏まえ

声帯をまっすぐにする寒桜

を持続しながらでも、いわば川柳的な開き直りのここちよさ

られたかとも思われるが、とにかく「冒険」はその真っ最中

ストモダンの風潮がある。しかしこの程度の、世俗世界での

が発揮されている。つまり、自分は日々ここに在るというと

にこそあったのだ。「残した」「爪」の過去形が失せものへ

個人の感慨は一時代前も二時代前も、個人と状況の関係性、

ころから樋口と清水は、自身の川柳を書いているのだ。実存

小池正博

意識云々は、二人の川柳によって他者が感得することであれ

右手に見えますのは野生の左耳

同

の執着を伝える。なにが「冒険」を促していたか。
土は乾いた狼少年蘇れ

ばよいという川柳的開き直りがある。川柳人の位置というと
ころから見れば二人の存在感は実に濃い。作家論的な見方か
らすれば、樋口は極力、喩を書かず、清水は喩を多用してい
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「狼少年」は「野性の左耳」を具えていたのだ。「冒険」と

の「乾いた」路上でガイドが機械的にものがたる。かつて

ら、いまでは「野性の左耳」が過去に在ったのだと、「土」

求めた。「左耳」の句語に何を想起するかは読者任せなが

遥か昔に冒険者は危険をおかして「野性の耳」の在り処を

探しであることが見える。さらに

差しを並べると、現代川柳の現在を象徴するものが失せもの

「空席」や「向こう」、などの不在感と、過去への小池の眼

ない。世も末である。ここに吉澤の「仏の歯」を蒔く犬や

「蘭鋳燃える」如し。それを「良夜」というのだから救いが

満身に罵言を浴びて嬉しそう
同

小池正博

梟の色欲強き朝ぼらけ

マネキンのような案山子のような恋

今生は露か共寝の兄いもと

秋天のきみが遠くて届かんわ

同

同

同

渡辺隆夫

は何であったか。
島二つどちらを姉と呼ぼうかな

もう「蘇」らない大きな物語り。「罵言を浴び」ても神

のまぼろしへの渇望や欲求不満の戯画を入れると、確かに同

時代的共感こそ川柳の歴史であったと思いつつも、暗澹の感

話、失せものへの魅力はつづく。「姉」の措辞が抜群、「わ

が増す。現実状況への渡辺の意識は、大きな物語りの終焉以

後なにもかも皆が選んだというものである。なんでもありと

言うものの、実は諷刺の何処かにこの意識がストッパーのよ

同

が出雲・わが鎮魂」 入(沢康夫 を)思わせる。
梨剥く日トーテムポールは留守である 筒井祥文

うに有るようで、疾走しつづける渡辺の川柳の埒をいつも感

銀行の青盗まれつ寝台車

この二句も、失せものが主人公。売れ行きや在庫倒れの懸

激しさは弓 新御幸橋のむね

やんわりと新御幸橋はなされる

新御幸橋を三回叩くワニ

同

同

兵頭全郎

特質があるのかもしれない。

取り方の裏に、過去を拒否せねば書き辛いというスタンスの

念なども価格に折り込まれるほどの物量主義の今日、その陰
筒井祥文

じさせる。目の前の現実だけを川柳の対象とする時間の切り

船出する船にそよぎぬ舌と腸

で、過去に失せたものへの感慨は深い。
「そよぎぬ」という世界の状況は、「梨剥く日」の旬の食
筒井祥文

欲にかまけるだけの日常の浮薄かつ安閑。その本性は
同

江口ちかる

目を鼻取れば「こそ泥」という言葉

眉塚より来たとうひとの下がり眉

双子来て蘭鋳燃える良夜かな

私も貴方もみんな「こそ泥」であり、その醜いありさまは
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床下で絡まりあった赤い椅子

同

いちの発語がある。

横澤あや子

二人は自身の経験性から言葉を引き出して、一句であるこ

同

との秩序と脈絡だけを信頼して書いている。句語と句語との

出囃しはアスパラガスの尖り声

同

信や、かつて社会に在った大きな物語りを棚上げして、い

関係性は、一句の秩序と脈絡に拠る読者の共感性の付与に任

野菊らのですます体に見張られる

ひだりゆびブリキの月の匂いして

ま、川柳で何ができるかを書いている。近代主義やその進歩

せているのだ。読者は自分の経験から「アスパラガスの尖り

兵頭は「新御幸橋」を課題にして七句を、江口は読者にド

主義などへの拘りや感懐が、生を膠着化させるかのように距

声」も「挙手の電波塔」も、整合性を引き出すので、そのイ

同

離をおいて、意味性より柔軟性でしょうと言わんばかりの新

メージ、あるいは情感は、横澤・きゅういちから離れて、直

きゅういち

しい川柳の領域を見ようとしている。しかし、言葉がこころ

接、自身のものとする。この書き方は、川柳という文芸が書

掻き分けて失踪の耳やってきた

から離れているのではなく、感動そのものの極めて少ない時

き継いできたものの現時点での到達点であり、多くの川柳人

たましいがひぃふぅみぃよ戸が開く

代の言葉と短い川柳のカタチとが、全郎・ちかるとどのよう

が同様のところで書いている。この意味で、一見、むちゃく

ラマ性を引き出させる七句を、共に、川柳という短いカタチ

に関係するかは、川柳の先端にある一つの関心事、つまり、

ちゃな句で読み難いのが、実は、作者のリアリズムへの依拠

の限界を意識するところから省略部分を読者に創らせる書き

川柳人と川柳との在来的な関係とちがうところから二人が書

によってなっており、この書き方には何時も古さが付きまと

同

いているからだ。兵頭と江口の句語は、内的発語というより

っている。ではなぜ、同じ書き方の多くの中で、この二人の

同

外にある言葉と感じられる。外側に流通している言葉をその

句が共感を呼び起し易いのか。二人が、句を得るのにあたっ

冬庭と交わり挙手の電波塔

まま信頼している感があり、それが作者の内的発語と感じさ

て、自身の来歴や存在に、他者との同位性があって、何を書

声ひとつもらさずお湯となりにけり

せないので、重量から離れて目線の高さに漂う川柳とでも言

方を試行している。ややエロチックな「ワニ」「激しさは

えばいいか。この軽さが読者の胸中に等価なものとして並ぶ

いても一般的、日常的な共感性のところでしか書けないとい

弓」「絡まりあった」「月の匂い」なども、言葉への信、不

のだ。そして右の二人の句の魅力と正反対に、横澤ときゅう
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北沢 瞳

と背反する。革新系はこれを支持して、この辺りで書かれた

あまりに深くて個性的な表現になると、川柳としての共感性

個人的な実感の質の探索、よく言えば実感についての洞察が

実感に個性が要求されて、他者と違う個的措辞、表現、が尊

丸山 進

句が、リアリティーの深みとして称揚されることは、つい先

う認識に、ほとんど怯えのような感覚を持っており、この難

履いて来た他人の靴がたまる小屋
草地豊子

日まであった。河野春三はこれを「精神的リアリティー」と

ばれた。ここのところで川柳における詩は、川柳的な飛躍に

傘さして歩けば雨に怒られる
重森恒雄

よって成ったといえるが、個的措辞、表現といっても、共感

書簡体 終りの蟋蟀が鳴いて
松原典子

言っていた。

しさが今日的なものであることを直感しているからだろう。

棒よじ登る階段の不足分
金築雨学

この二人もほとんど無意識的に、大きな物語りの終焉、ポス

舌一枚で転がしたことがある国家

井上せい子

性の範疇でとどまるところに川柳らしさがあった。つまり、

男の日課七匹の魚を焼く

トモダンの感覚の中で作句しているのである。

モノクロの彼岸花までスクロール

柴田夕起子

があった。個人の実感を読者の共感性に響かせる、その簡便

の文芸であるとまで教えたところには、川柳に書かれる実感

あった。うがちであれ諷刺であれ軽さであれ、初心者に共感

代の川柳らしさは、作者が身に感じた実感から生じるもので

んど何ももたらさないことを感じていることである。近、現

いは情念などを書くリアリズムが、自分にも読者にも、ほと

涯、立場や人間関係、そこに生じる感情や感慨や感懐、ある

常的な営み、そこで発する自身の思い、個人的な境遇や境

同人の句で現在の川柳の特徴を言えば、その作者達が、日

感に作者の世界 人(間 観)が響いているかが、今後の川柳の評

粗製乱造のポイ捨て状況に居ることと同じだが、創造する実

のお笑い芸能人やバラエティーショーでのお喋りタレントが

うな位相に追い込まれているのだ。これはほとんど、テレビ

が、川柳という文芸はいま、世界のありさまによってこのよ

と要約できる。自尊心の強い川柳人に叱られる言い方になる

の磁場だ。常ならざる事象を創って、その実感を書く川柳、

が書けないという意識があると思われる。創造的実感が作者

がら、言葉で実感を創造しなければ、川柳での現在的な感動

な要素があるのか。実感への信頼、その共感要素を意識しな

なお、リアリティーの裏張りに凭れている現実に、どのよう

右に上げた川柳が、近、現代的リアリズムから離れつつ、

ねんごろに葬る山姥のはさみ

かつ有効な書き方、リアリズム。そこに実存意識が重なり、
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同

草地豊子

は、距離の取り方が成否に関わっていると思われる。

萩わっと誇大妄想はじまりぬ

価軸となる。この意味で、おもしろけりゃいい、という見方

川底のぬめりのような仏のような

の句の飛躍に会場がざわめいた頃から見れば、愉快な飛躍よ

「萩」「川底」から引き出されたこころ。大会などで草地

との二つが際立って、中間のない状況がはっきりと見えてく
北沢 瞳

るだろう。
同

り自分を引き出す飛躍になって、草地の存在感が濃くなって

宙吊りの人にも配られる土産

いる。いずれにせよ読者はテクストとして読むので作者の存

残飯を捨てる紅葉の奧深く
二十年も前なら「残飯を捨てる」の句語が慙愧の思いや惨

重森恒雄

めな心情の喩として読まれて、読者の共感性が句意を増幅す

同

在感云々は気にしないだろうが、現在の句に、読者自身にも

柿の実は熟れて行進曲歪む

内在するものがあると思わせるちからがある。

虫喰いの帆の高だかと天の青

ることがあったが、「他人の靴」と同様に、事実としてだけ
北沢は、実際と虚構を行き来させる「宙吊りの人」を創造し

の読み方が川柳の現在の位相でもあり、これを承知している
て成功している。「にも」という、人間関係に生じる哀楽、

身の内の「行進曲」が、「熟れ」た「柿の実」を眼にした

見上げる上空は「天の青」だ。二句とも、人生の機微をうが

ことで「歪む」。逆に「虫喰い」といえども「帆」を上げて

って重森の本領と思わせる叙情。日常的な感情に、突然、別

丸山 進

丸山には「中年のお知らせですと葉書くる」という、事実

老衰でどうでしょうかと念押され

その実感を焦点にした引き締まり具合がいい。

から少し逸れることで実感が増幅する手法の句があり、同じ

の情緒が入り込む刹那の捉え方が上手い。重森には、人生の

重森恒雄

機微への思いの堆積が書かせたと感じられる「棒よじ登る階

書き方、伝統が引き出したものだ。

非常口がぽかんと口を開けている

松原典子

「を」が見事。この用法は珍しいものではないが、川柳の

午後二時の記憶を鮒の生臭さ

段の不足分」という佳作がある。

手法が見事に成功して、この書き方の代表作が二句に増え
丸山 進

た。
ヘソで笑う手足の長い女たち

かつての「公園で知らないおじさんやっている」の書き方
だが、「ヘソで笑う」が、「手足の長い女たち」を見ての思
いだろうが、「女たち」が「ヘソで笑」っているとも読めな
くもない。笑われている感じの方がリアルだ。丸山の川柳
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尊厳こそ猫の歩幅であるような

古い港にぶら下げている腕の凝り
同

同

私川柳から抜け出した松原が居る。地に足をつけたところ

ヴィブラート少し汚れて戻る本

井上せい子

柴田夕起子

読者にドラマを預ける「ヴィブラート」。

沸騰をくり返しては裁判所

「沸騰をくり返」す人柄、「舌を抜く」感情。柴田の川柳

おしゃべりなポインセチアの舌を抜く 同

眼が活きた句。「ねんごろに葬る山姥のはさみ」の「はさ

で培われた嘱目詠の堅実さが、「非常口がぽかんと」「古い
港」「猫の歩幅」などに定着。「ぶら下げる」にせずに「ぶ

後年に柴田の川柳のエポックメーキングだと言われるかもし

ら下げている」と距離をとったところに松原らしい落ち着き
松原典子

れない佳作だ。

み」、川柳眼が柴田の個性を引き出した句。この「はさみ」、

脇道を這い上がってくる二百人
同

が出ている。このスタンスがあればこそ
戦争の通り道だよあぶないよ
女と捜す水族館のヒラメ

同

金築雨学

壺の底あたりも砂漠化が進む

わたくしを魚図鑑で探してみる

手の届かぬ位置で光っている昨日

同

同

前田一石

が書けるのだ。
ムカデの出てくる季節です消防署

同

雨学の七句は、直線のどこかで捻じれさせている。いまでは

通常、川柳の一句は直線的な感じを持っているが、今号の

がある。前田は、癒しなどという言葉が、それを必要とする

ことのない前田の飄逸感、そこにのほほんとした空気の救い

底」が現在の喩と感じられる。感懐や慨嘆の不毛な穴を掘る

「昨日」「探してみる」主人公の現在と読めば、「壺の

空瓶回収危ない話ばかりある

珍しい手法ではないが、いわば、誰かが居るなと気がついて

ふるさとの棒を一本持ち帰える

同

前田一石

「ふるさと」の句はやや古いが、「棒一本」の実感と「午

一枚の絵を切りさいて午後の森

ると読むと「進む」の句語はキツイものを表現している。

原因に眼をつぶっている社会のありさまを黙って見透かして
井上せい子

いる川柳人だ。批判の精神が「壺の底」で「砂漠化」してい
同

ドアをあけると、居た気配だけが残っているような、それで
極上の闇があるのと柿なます

いて衒いのない上手な書き方だ。
笑いながら泣く石蕗も突堤も

肩のちからを抜いてドラマの一端を作り上げた句。句意の
中心に情がある。
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後の森」の哀感はリアリストの抒情であり前田の辿りついた

形態は徐々にこわれる炊飯器

同

一戸涼子

どの句も一句全体が日常生活のなかでの意識の喩になって

もったいない枝葉を拾い芋を焼く

前田ひろえ

についての意識は別々だが、日常詠を書く際に個々人が自身

道化師は三分待って出来上がる

新しい抒情だ。「切りさいて」がやるせない。

の日常性について抽象された認識に立っていることで共通し

いると読めるが、喩法はともかく、このように表現すること

現在の川柳の日常詠は、生活の表層の描写から距離を置い

ていると感じられる。かつて日常詠が具体性から離れなかっ

で意味性の方向を提示、読みの想像を促がしている。書き方

ている。かつて、日常生活から片足離れて川柳という文芸の

たことと比べれば、言語表現の自由を得て書かれているのだ

高橋 蘭

伝統性とカタチを作者の深奥へ向けるスタンスが流行、いわ

が、この変化は現在の川柳シーンを考えるときの手がかりに

一戸涼子

ゆる情念の川柳が多く書かれたが、いまは実生活との距離の

なるだろう。

朝刊はお休み動かない水位

取り方が違う。どちらが強力に人間性を抉り出すか、結論は

五本指ソックス上手くはけない台詞

急がなくてもよいが、少なくともいまは、感情や情念を主題

くんじろう

日常性には、時の流れが付加抗力性を持って付いて廻って

同

おり、それについての望郷や反動などを忘れることで現在が

電柱に春いくたびや肉桂水

した現在的な佳句であり、状況への対応の素早さに狎れて、

あり、非情や不毛にまみれる生活があると二句が感じさせ

家柄は畳のふちの菱模様

それを感情的に捉えても不毛であることをだれもが知ってい

る。この意味でくんじろうの川柳は、遠距離からの現実批判

にしてもナルシシズムの穴を掘ることはない。「三分待って

る。「朝刊」のない朝を「動かない水位」と感じるアンニュ

出来上がる」「道化師」は、日常的な心理の動きをキャッチ

イ、「上手くはけない」感じが「台詞」に転換など、現在の

壁際で壁に聞かせる関ケ原

高橋 蘭

同

火の消えた煙草裸で立っている

ヘアピンをひとつ遺して洗面器

同

くんじろう

いというメッセージを含んでいる。

たびや」など、庶民的意識の近、現代史を離れては有り得な

の含まれることが多く、現在の日常性は「肉桂水」「春いく

スカートはひらひら子殺しの帰り

同

これからはきれいごとではすまされぬ 前田ひろえ

日常的な共感性がある。

口三味につられて穴を深くする
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中主体の胸中が「冬を抱きしめて」、あるいは別の想像もあ

成功したのではないか。「プール」が「冬を」、見ている作

きの実感はゆるがないという横着となったのだろう。これが

この数号、このような、日常性のなかの、しっとりとし

るだろうが、これで手放してもいいだろうという感触が伝わ

同

て、目立たないからこそ現実感のある情感を書いている。ノ

ってくる。

かたわらに雪降るまでの銅板画

スタルジックな感懐やそれをもっての現実批判より、この三

松本 仁

ラベルの「ボレロ」を聴いているときに、それが「嬰児の

嬰児の首筋を撃つボレロかな

句にキャッチされた、いわば人肌の温もり、静かでたしかな
生命感の提出が、現実情況を振り返させるちからをもってい
る。読者は「肉桂水」「畳の菱模様」より、「洗面器」に
遠景のプールを炬燵から見てる
同

同

田中博造

「首筋」など、キツイ現実と曲調の重なる実感が読者に思わ

く「嬰児」の生を思わせる。「撃つ」と、幼い頚動脈の動く

覚が濃厚な曲であり、これから現実のあれこれに遭遇して行

首筋を撃」っているとの実感を思わせるが、極めて時間の感

ときどき弔電が浮き上がるプール

「遺」された「ヘアピンひとつ」を忘れない。

釘を打つ 曲がった釘を捨ててから

翼で「星」を「掻く」。「片翼」の僅かなちからだけで充

松本 仁

分に「星」を「掻く」堂々たる「鷲」の飛行であるのか、逆

わが鷲の片翼で掻く星の数

っすぐに言葉を引き付けた感がある。もともと読者の共感性

に、一方の翼は羽撃き不能の無惨な状態なのか、いずれにせ

せるものはかなり厳粛で多様だ。

を自身の感情と同じように感じる癖があるのだが、三句は田

よ「わが鷲の」羽撃きと「星の数」の関係をすべて読者にあ

ひさしぶりに田中が佳作を得た。家庭詠など、実感を書い

中の川柳で初めて、孤影ともいうべき姿を髣髴させた。読者

て衒いがないときに佳作を生むのだが、この三句、実感がま

の存在感が極めて少ない作句となって、その分、実感が濃く

ンウォーク」の自由と不自由の混じった感じ、そのユーモラ

右の「わが鷲」と「死者たち」が重なりそうだが、「ムー

死者たちもムーンウォークでやって来る 松本 仁

ずけて、松本一流の大きな景。

実感を書くときに、どこで読者に読みを預けるかを考える

田中博造

ことは誰もが経験するだろう。一字アケのところに何が入る

スな動きと「死者たち」が通じ合う面白味。

小学校のプール 冬を抱きしめて

なった。

か、田中の実感からすれば、何が挿入されても書いていると
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リバーシブルもう十分に働いた

返信は電子レンジにかけてから

小引出し桃色遊戯のなつかしさ
同

同

浪越靖政

人情が露わになる時間であった。古川柳には夜を書いた佳句

川柳のカタチに乗って自由である。かつて夜は昼間の反対に

いった近代化主義者の迷妄によることだろう。現代人広瀬は

主体性が題と言う他者的性状によって幾分かでも犯されると

がたくさんあるが、いまは「ゴム臭い夜」「ペケのついた

同

夜」だ。「笛」で一挙に「夜」になる。「立方体」という実

深追いをしすぎたようだ象の尻
本誌での浪越の句は様々な変転を見せて、その都度、狙い

感がいろいろ思わせる。

広瀬ちえみ

や、刺激や、書き方などを覗わせるのだが、今号はそれが見

錨を引きずり南下したがる秋津島

広瀬ちえみ

山田ゆみ葉

だれもが経験している人生の、夜の「ごつごつ」。

ごつごつの夜の受取り人になる

夜ではない

昼にないなにかが「夜」にはある。しかしそれは望むべき

見てごらん夜から液が垂れてくる

えない。わざと刺激を減らそうとしているとも思われないが
「なつかしさ」「かけてから」「もう充分に働いた」「しす
ぎたようだ」などが句意を小さなものに止めて、読者のなか
で延びない感がある。「象の尻」の大きさ、可笑しさが「深

浪越靖政

追い」の結果なのだから発想の面白さは抜群。ちょっと早く
竜宮に戻るレプリカだけ残し

手放した句のように思われる。

大阪の繁華街や商店街を歩いていると売り手と客の応対の

山田ゆみ葉

弾みに、ラテン系の街だと感じることがある。日本、「秋津

同

この句、「戻」って行った本人はともかく、「レプリカ」

あいまいな覚醒 舌に残る錆

をそれと知りつつ眺めさせられる陸上の面々の心理が可笑し

宥めつつ苔のにおいの地下道へ

島」特有の陰湿から「南下したがる」とはいかにも川柳的な
広瀬ちえみ

発想。大掴みされた現実。
同

い。このあっけらかん、まるで現代社会の一端を言い当てて
ゴム臭い夜と腕を組んでゆく

同

いるようで、可笑しが増幅されるのかもしれない。
向こうから来るのはペケのついた夜

水漏れに引き戻されている碍子

短いカタチの文芸でこころの質を表現するとき、喩が用い

同

題詠である。題詠が創作よりグレードが低いといった偏見

られることが多い。いま、短詩型の文芸で喩が避けられてい

笛が鳴り立方体の夜になる

が今になってもあると聞くが、ガチガチの個我優先、個人の
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性のなかで外的情況を幾分か引き込むところで喩を止めてい

流行ではいい加減な刺激しか書けないだろう。山田も、日常

る。確たる自分が感じられないなどというキザなスタンスの

る要因には世の中で実存意識が霧散してしまったことがあ

えている。

在感があるのだ。今号の七句、松永は陰影と運命の交錯を考

るだろうが、これを問うことが筋違いと感じさせる一句の存

いところには、句の発想に及んだ松永個人の来歴や距離があ

普遍的な領域で書かれているからである。むろんどの句も遠

を、作者の類縁であるとかないとかを言う人はいない。句が

畑 美樹

正確な円を描いて振り返る

同

同

川柳で詩を得るときにある位置へ自分を赴かせるのだが、

指五本そろえるように暮れていき

泣いているシュークリームの側に立つ 同

球体の永遠 明日の雪予報

るようだが、それが心的な方向性を指示しているところに読

山田ゆみ葉

者への信頼がある。「舌に残る錆」「スポンジの道路」「碍
改竄をやんわり拒否する豆の蔓

子」など、読者の経験を引き出している。
柔らかくて芯のあるものの見つけ方が、山田の当面の書き
松永千秋

方かもしれない。
同

同

薄闇を育てるカーテンを引いて

夕暮の淵を覗いているお椀

闇が広がる撃たれた鳥を抱くために

その位置は個々の作者により、句によって千差万別である。

を擬して、その抒情を書こうとするのだから、いわば言葉の

この位置の創造に畑は長けている。言うまでもなく創作は孤

ないところで言葉を紡ぐことになる。「泣いているシューク

同

作者の眼が内側だけに向いているので句の屹立感が強い。

リームの側に立つ」とは、共感とか同情とか以前の、言葉に

同

作者の喜怒哀楽が書かれていない。作者のセンチメンタルな

ならぬ位相に「立つ」ことであり、非常に原始的な、抒情そ

明暗を行ったり来たりする善知鳥

自己実現などが無い。だから句の屹立感が強いのだ。松永の

のものを書いているのだ。同様に、「夕暮の淵を覗いてい

嘴はしっかり隠している国家

川柳は読者に乞うことがないのだ。、松永の読書の多さか

る」のは「お椀」であり、畑は「お椀」のこころ、人間の言

独な作業だが、畑の場合、意味が生まれる以前の位相へ自身

ら、ごく自然に、ものを書く人間の位置の取り方、創作者の

葉になる以前の「お椀」の抒情を書いているのである。いわ

同

ありかたのこころえとなっているのだ。例えば「戦死者の中

約束どうりだから不幸なのです

のわたしのおばあさん」という松永の佳作の「おばあさん」
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ば理智で、言葉で、名付ける手前の「球体」や「指五本そろ
る。

薊など振り向きもせず昼の飯

石部 明

下手に手を出すと棘の餌食になる「薊など」無視する人間

えるように」「暮れ」る様そのものを書いているのだ。つま
り「正確な円」「を」「描いて」「振り返る」とは、描かれ

しているのだ。その「飯」の味こそ、石部に川柳を書かせる

と、いわば情念を棘にして妖怪の世界からこの世に咲き出た

源基である。イメージであれ虚構であれ、いつも石部の川柳

「薊」の、無関係の関係を、石部は「昼の飯」の片隅で感知

石部 明

た「円」と「描」いた者との、まだ言葉にならぬ、しかし確

同

実に通い合う、両者の呼応が捉えられている。
梟のいるところまで舌のばす

石部 明

は意味性からの発語でなっている。

ぐるぐると紐巻きつける夜の群れ

田中好啓さんに能面の怪士 あ(やかし に)ついて伺ったこと
がある。『遊魔系』で知られた「軍艦の変なところが濡れて
いる」など海上に現われる怪士の仕業かと思わせたが、いよ
いよ妖怪は「舌」を見せ、他者も己も、もろともに「紐巻き
つけ」「夜」を跳梁するに至ったかと感じさせる。それにし
ても石部の書く妖怪のどれを見ても、なんと悲しげな相を剥
秋の蝶また贋作を売り歩く

同

き出しにしていることか。
死者の眼鏡と禁断の書のありぬ

「贋作を売り歩く」のも「禁断の書」も、妖怪に変じて初
めて悲しさを表にあらわすことができる。この意味で、妖怪
の世界は人間と実社会の本質を遺憾なくあらわにするものだ
が、しかし、石部の現代人を書く川柳は、怪士、妖怪の跳梁
跋扈だけを書くものではない。そこから振り返って、いま現
在に生きている人間のこころの無惨を五七五に止めようとす
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石部明選

確実に弱っているね大納言
失態を覆うに籾殻十トン
七癖の七つ燃え尽きナナカマド
階段が深い 定員割れらしい
月に水あり汲み出したのは妣か
臍をぐるりと省線の走る音

黄ゴジラのくずおれてゆく製図板
健康的にパンツみせいる守宮の子
オルガンの蓋をあければ蜂の家
櫛の目のひとつひとつに月を刺す
寝室を駆け抜けてゆくヌーの群れ
雨樋でリカちゃん自死を遂げており

浮きながら空豆ながら御上洛
あらかたは団地のベンチにて産まれ
猫全て掃き寄せ温き除夜の鐘
一昼夜言い含めたる黒豆や
「もう何も残ってない」が散乱す
妹はそこそこ牡丹とてもマンボウ

き ゅう いち

江 口 ちかる

平賀胤壽

茨木

東京

滋賀
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憶えがない扁桃腺からの絵葉書
くたびれの三面鏡も勃起かな
シシュフォスの神話でうふふと笑い
芭蕉忌のダッチワイフの尻の穴
風花は眼窩の奥で燃えつづけ
よく冷えた鳥獣戯画からのノイズ

半額のパンを集めて作る家
できそこないの朝が並ぶ待合室
りんどうが隣の部屋で了解す
紫の花はかかとのきしむ音
きっちりとおダシをとって褪せる耳
本日は油ねんどを笑わせる

出っ張りを折ると羊のカタチになる
偏はなかったかしら白桔梗
入れたり出したり神無月の玩具
仏壇は虎屋の羊羹に似ている
肩脱臼のままでメールを打っている
タコとイモとナスとヘチマは義兄弟

湊圭史

榊陽子

いわさ き 楊 子

京都

川西

熊本

しらじらと進む置き忘れのからだ
ぼってりと塗り込めた白葱のデータ
降りしきる雪の向こうのスプラッタ
浮島のうすら白いまだら模様
帆船かシーツかじっと手をかざす
白光が瞬きドアを指し示す

防虫剤の匂う背中で遊ぶ虫
流刑地からゴルフボールが飛んでくる
磨りへってスタンダールの靴になる
人を待つ暗がりテッシュを渡される
死にに行く道にまだある料金所
断食の人が見ている曼珠沙華

息子らよサァ天皇の憲法講義
二十年国事行為はしんどいぞ
似て非なる国事行為と性行為
菊の香にブチ切れそうな悲妃殿下
鳥兜おっと背後に皇后陛下
天皇は死ぬまで走る襷がけ

山 田 ゆみ葉

枚方

京都

神奈川

北沢瞳

渡辺隆夫
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よく洗い消耗品として生きる
クレヨンの好色ばかり減る季節
一丸となって罵声に乗っている
この冬が終れば瓶に詰められる
道ばたに嘘を並べて老いてゆく
床の間の方程式に馬乗りに

黒斑の闘魚掴んだ油の手
顔洗う真白な神の魚になる
有罪へ案内役の錦鯉
相互扶助鰈の片目見当たらず
金と朱を混ぜて魚肉のフレスコ画
焦げ付いた鰯を車掌鞄から

皿は余って十五夜が美しい
他人行儀に桃の缶詰が開く
缶詰のギザギザ線は譲れない
ズボン濡らして浅瀬の宴たけなわ
密漁の男に貸せる煙草の火
薬局に昔の地図が置いてある

丸山進

く んじろう

金築雨学

瀬戸

大阪

島根

淀川の位置が一ミリずつずれる
点描画から点がぽとぽと落ちてくる
レーヨンで編む耳朶がかゆくなる
透明な紐で「ギョルイ」と一括り
陸橋が部屋の中まで伸びてくる
反古にしたはずの列車が止まらない

一族や木枠はずしてあげましょう
おつまみは仲間はずれの極楽図
砂あそびは各自持参のランドセル
ふるさとを蟹に食わせているらしい
身ごもった正方形を投げ捨てる
地下道でゆっくり焦げてゆく椿

青の明滅 詩集を抜けてきた裸
くち
濡れた唇 風土記に落とす清め塩
こぶくろから出す絶滅のまえの遺書
たそがれは靄 終末をゆく眼鏡
「失題」の青を削った画布の耳
空蝉を光らせておく蝉の死後

中川一

横 澤 あや 子

井 上 しのぶ

箕面

八戸

大阪
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この事件テレビ映りがいいですね
私さえいなけりゃ素晴らしい世界
泣く子さえいれば悪政ごまかせる
人類に翼の生える危険性
ひとつだけ無口な牛を混ぜてやる
霊前で終わったことを蒸し返す

手に持っているのは細い棒だった
帰ろうと隅をいっぱい持っている
どこまでも靴が並んでいる靴屋
裏側もみんなすすきになっている
空までの距離を測っている机
仏壇は奥に小さな船が出る

日本国アメリカ村の象のオリ
テポドンの着水地点富士額
ひまわりの種完熟の自爆テロ
揺れているダムに触れてはいけません
お経ほど長く生きてはいられない
目的外使用の墓の深さかな

保田悠詩

徳永政二

滋野さち

岡山

滋賀

青森

不器用な人ねここからコードレス
出会う人みんなに語尾を上げてみる
コキコキと行って帰ってくる大地
しゃあしゃあと病棟を這う花八手
こそばしてやろうユリカモメは陶器
背筋を鍛えて後の花菖蒲

寝物語の肴ぐるっとささくれる
金曜の筋肉白い副作用
落札のことぶきさんの三角点
つるつるのあすもきのうも鶏冠咲く
蛍の無口黄ばんだ焚火帰りません
蝋燭ぴったり千畳敷ざらり

晩鐘とあなたの声が重なった
香の煙の沁みやすい身となっている
スプーンでくずしてからをまた迷う
もう顔もわからぬというありがたさ
空たかく僧のケータイ鳴っている
だらくの果てのふだらくのらくだかな

峯裕見子

環

富 山 や よい

大津

京都

京都
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大統領の膳に出島をしつらえる
うっすらと暮れるところに馬油立つ
発禁本と電車一日乗車券
便座はずっと上がったままの沖縄
睫毛から眉の間のおぼろこぶ
正面に座り続ける河馬が好き
確実に進化している内野ゴロ
排便の途中で割れる試験管
いい人の肩の辺りの座談会
美しく正しく跳ねて虫の顔
穴場から帰ってこない太鼓持ち
殿中や穴の深さをひた隠す
半落ちの月を袂に持ちかえる
あれやこれめでたく後期高齢者
常夜灯 狂わんがため眠らない
病院の財布の音が姦しい
天秤が傾いている途上国
ポイントの海でカバン引き摺って
どこですか大麻を買いに行くのだが
決戦の時まで柿を剥いている

草地豊子
津山

彦根

岡山

北海道

重森恒雄

高橋蘭

柴田夕起子

神頼みして押入にもどす
対岸のハトは途中で引き返す
辞書閉じて流れ星など袋詰め
頃合いの間で忘れ物ばかり
風変る沈んだ石は動かない

行楽のお供にカラーコンタクト
あいまいな言葉真珠はばらばらに
絵の中は安全赤い糸を張る
小春日の平均台を二往復
神に近い虹色フンコロガシのふん

火焙りのサンマもともと味方なり
手なずけた順からモザイクかけていく
ロボットがうっすら汗をかいている
浮遊する二つの耳が戻らない
喉元にぬっと出てくるお月様

吉松澄子

松原典子

井 上 せい子

前田一石

松山

岡山

松山

玉野

夕顔の種も絶好調の「はい」
皇帝ヒマワリ皇帝ダリアなあるほど
「フィール君」も「こうめ」も犬で冬うらら
ジョーカーの一枚余る柚子の家
一巻の終わりオレンジシャーベット
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錠剤を転がす日曜日の三日月
鉤括弧ばかりつづく塀の鬱
かごめの輪抜けて来る寺山修司
解けなくなった手品師のロープ
一日をいちにちとして雫する
実母から伸びゆく錆びた螺旋階
＠みつ＠＠めなさ＠＠＠＠い胎まで
碧天に臥して刻々絡む蔦
地上では蠢くものが展く地図
『死に至る病』を赤い紐栞
伝説のとおりに動くハエ叩き
右眉の半分まではカウボーイ
和太鼓も観音様もはしゃぎすぎ
誕生日までは男のままでいる
怒ってる目玉笑ってるメダカ
見るだけの青黴ちーずルイヴィトン
その取材 背高こすもすたちの拒否
うつむいた百合を起こして言い聞かす
姉さんは薄荷の味で居なくなる
さてと構えて秋の終わりは竜胆で

前 田 ひろえ

飯島章友

森茂俊

田中節子

玉野

東京

茨木

神戸

直径を測りだしたら眠れない
忘れ去る今生の忘れ物
足裏のカラータイマー連動す
体内のミドリ片寄る左側
華やかな裏を読み取るバーコード

亜流斗

蟹口和枝

松山

京都

や まも とじろう
出涸らしを噛んでいた夢の形相
字崩れの頭の中を捏ねまわす
アクセルもブレーキもない冬の夜
五十肩おいてきぼりで仕分けする
むらを均して上等なむら作り

高松

東京

よおーく噛んでアラファト議長出さんかね
フロイデフロイデ人種混成合唱団
Ｇ線上の雨粒 事業仕分け人
コウホネの非と悲と緋とのなぶりあい
お姫さま抱っこして三日月黙らせる

国方艶子

ときどきは人間らしく目眩する
使い終った耳から入れる食洗機
防犯ブザー首に吊していた主犯
封筒に漂うているレモネード
アリバイは成立あした帰ります
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砂浴びの雀の零す感嘆符
十二月突っ支い棒に丁度好し
散り椿膝を崩してさんざめく
パン種に一寸法師の力瘤
年明けの尻尾の撓り九〇度

岩根彰子
京都

千葉

京都

澤田勝冬

内田真理子
青鷺や模造真珠を光らせて
片耳をもどす硝子の中二階
いちじくを接着剤としてつかう
なきごえで君がたんぽぽだとわかる
雪になりそうノクターンまで居られない

倉敷

うろこ雲一端めくって追いがつを
牡蠣屋根が陽に突きつける注文書
セコンドは立てたて怒なるオオイヌ座
もじるまでいれてもらえぬすきまかぜ
円安になると女々しい磨崖仏

西村みなみ

続柄を忘れる爪を切りながら
親指小指折り合いをつけなさい
マネキンを泣かさぬように出口まで
どうでもいいけど右手が触れたよね
甘くなるまでわたくしを吊っておく

転ばぬ体操して名月を呼びに行く
ロボットの膝で眠っている仔犬
頃合いを見て根付いたか確かめる
お布団に戻してあげる折れた木々
折れ線の頂きあたりから黴びる

逃げ道はないガラス戸の茜雲
人知れず陽の出るまでに片付ける
冬に入り金魚の糞になった父
一本ずつ羽抜いている籠の鳥
この荷物わたしだろうか冬の坂
戸を開く屍のように服いろいろ

蜘蛛の巣に絡まったままご挨拶
せめて三人味方が欲しい十二月
林檎ジャムぐつぐつロシア見えるでしょ
かくれんぼ壊れかかっているひとね
筑前蓑島公園通りまで三歩

月曜の朝は昼頃まで暗い
気の弱い父が骨壷溢れ出た
輪唱の前の一節くつがえす
まな板の鯉が自慢にしてる社史
素っぴんの砂が磨り減る砂時計

江尻容子

畑佳余子

福岡

岡山

津山

相模原

柴田美都

瀧正治

32

蟹つつき今年も唄うラブソング
侠気も失せて侯爵パッチ履く
行きずりの魔女に貰った薄荷飴
当ても無くほっつき歩いた帰還兵
潔ぎよさ何処かで消えた日章旗
横顔の龍馬はかなり汗くさい
薬害の部分が青く燃えのこる
オペラ座の階段で聞く法医学
良い方の脳がしびれる副作用
お向いのオオムは尋常ではない
踝に昨日の嘘が絡みつく
心にも家にも鍵をかけ独り
歯車が武骨に回りだす帰郷
話まで煮込んでもつは気を配る
冬支度終えて孤高の木守柿
粉雪のベール裸婦像かがやかせ
虹を追う列車息切ればかりする
真実を探しつづけるティースプーン
庖丁を研ぐのは兄の息づかい
一本の棒と雪野を生かされる

小野多加延
姫路

津山

旭川

久留米

松本藍

馬 場 ゆう 子

酒井麗水

乱流に凧は冷たい手を上げる
ヒコーキは飛べ褌は干してある
思い余った穴熊は駅にいた
やどがりを世界遺産に推薦す
地球儀はあした内気にならないか

矢印に惑わされ遅れる棺
闇の底規則正しいしずく音
首輪のない犬の素性は王である
迷路では方程式を解けばいい
国境の線上に置かれた貸金庫

曲がり角剥がされた理性を畳む
行きずりの女の指がついて来る
マンネリの指舐め回す猫といる
人込みに紛れ理性を取り戻す
雪に差す昨夜の傘が濡れたまま

ペンギンの泳ぐ形に伏している
メークしてつくる私らしきもの
兎から二代目小鉄プードルへ
疲れたオバマさんの夢がゆらゆら
安っぽい夢にケダモノつきたがる

吹田

加古川

壷内半酔

斉藤幸男

北海道

東京

宗村政己

竹内ヤス子
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気晴しに火花散らしているショート
獄門を受ける仏になってやる
反骨の海は静かに波にする
三角形を見詰めるわくわくと生きる
お世辞にも花は綺麗と言えません
柔らかく卵をやいてああこの世
サンマ焼くサンマの命が透けてくる
野仏も五欲に泣いた過去がある
お手玉の鈴がやさしく生きている
風になれてのひらの鬼ふっと吹く
くちなわの闇を揺らして花吹雪
や
何人を殺れば気が済むお月様
すかっとした朝へ大根真っ二つ
吉凶のカードを吊るすは樅の木に
落丁の多い旅路を生き続け
鉄塔の先へ吊るした耳障り
セラピーロード往ったり来たり心療科
避難誘導私の首をすげ替える
邂逅の一夜冷凍しておく掌
不平不満集めてサプリ煎じ薬

山口流木

牧田浩子

川路泰山

竹本妙子

岡山

岡山

島田

倉敷

秋風が鼻の頭を通過する
旗色を読んでしまった左の目
二等辺が合わずパンを焼き焦がす
生きている間に星をいくつ呑む
ピンクには遠い私の大欠伸

加古川

愛知

愛知

加古郡

ふゆ のゆ ふ

植田眞佐美

初音ミク ルカヤカイトと歌う△萌え
大人しい男がミクを調教し
火事出してゴキブリいなくなるおまけ
食前に必ず両親大げんか

目野昭子

安藤映
いい子ちゃんのワタシずんずん崩れてく
おうむのようどっかと椅子に座ってる
完璧な青空なのでこころ干す
しゅしゅしゅうって貴方キレイに消しちゃって

コスモスの自我を隠した首の揺れ
相性もいろいろあって蚊に刺され
相客は無味乾燥で秋になる
手掴みにされた心の揺り返し
夾竹桃二転三転繰り返す
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いい人のふりして布巾刺している
頑にコスモス咲かす休耕田
ダイソーで母によく似た鼻探す
何事も忘れない為吸い取り紙
空洞の幹が生き様みせてくれ
一投のボールをにらむ延長戦
その先は定番歌でしめくくる
本箱に千代紙も入れ百寿老
流れ星心根見抜き闇に消え
青雲を抱いた胸に薄埃
時は行く人の心を変えながら
現実の世界へ戻す鳩時計
三十年経っても合わぬ鍋と蓋
歯車の修理が大事我が夫
塩ふると聞こえる淋しい冬の風
豆と蛸出合い物だと猫が言う
激安の旗を捜して犬が行く

関本久子

相生

たつの

高砂

加古川

北 詰 と し子

頃安邦雄

島津美智子

妖星が二つ出ている気の緩み
定食のどれをつまむか小芋居士
丹念に塗りつぶす犀鳥シルエット
焼尽の土蔵の中で歯を磨く
二重権力面皰つぶしておきなさい
ピアノの蓋を閉めたのに鹿の声

社史掘ればあわれ石器がひとつ出て
野の花は鶴より上手く欠伸して
雲真近かたちある手を地に突けば
島嶼化の途中で受けるアンケート
手品師を遠目に置いて船出せん
年金の紐遠山に繁茂する

みだらにガジュマル繁茂する眼底
忘却の骨一片を受容する
迷彩のト音記号に見張られる
深海魚記憶の輪郭ほどけだす
鳥籠は未使用なればそらの音
首都幻化 手の真空にふる霙

吉澤久良

筒井祥文

小池正博

京都

京都

大阪
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ウィンド・ノーツを読む

翼の生える危険性

石部

部屋の中から﹁製図板﹂越しにそれを見ている人の感慨と読む

ことはできる︒だが感慨というよりは形の妙であるかもしれな

い︒ゴジラの皮膚感の複雑な曲線と︑くずおれてゆく動作の流

榊陽子

ね合わすことは可能だが︑﹁確実に弱っているね﹂と傍観者の

近世の官職の一つといわれる﹁大納言﹂を︑現代の政治に重

たかも﹁真﹂であるかのような錯覚によって共通認識されたと

るかという︑つまりは事実の︑感情的ことばによる捏造が︑あ

ところだが︑川柳の停滞は︑現実の事象をどう感動的に仕上げ

おいおいそんな勝手なことを言ってもらっては困ると言いたい

明

本日は油ねんどを笑わせる

動線と﹁製図板﹂の直線の︑交錯による詩的構図がおもしろい︒

口語を合わせることでおかしみが生じる︒﹁空豆ながら御上洛﹂

ころにある︒その停滞を打破するためには︑個性的な句の世界

平賀胤壽

いわさき楊子

御上洛と敬語で言い表された行為の主体は﹁空豆﹂であるらし

を展開する新しい発想が求められる︒意識的な態度をもってさ

確実に弱っているね大納言

仏壇は虎屋の羊羹に似てる

い︒﹁浮きながら﹂に﹁空﹂を繋げた遊びも軽くていい︒﹁扁

まざまな角度から︑事象をことばによって照射することが︑自

﹁油ねんどを笑わせる﹂﹁仏壇は虎屋の羊羹に似てる﹂に︑

桃腺からの絵葉書﹂絵葉書と言えば旅先から届いたものか︒扁

らの確信する川柳にならなければならないだろう︒粘土の中で

きゅういち

桃腺が見た景色とはどのようなものであったのか︒記憶にない

もっともポピュラーな﹁油ねんどを笑わせる﹂の逆転の発想は

湊圭史

絵葉書を発見した︑立ち往生ぶりもおもしろい︒﹁大納言﹂﹁御

ばとして︑奇妙な現実感があるし︑黒檀の磨きぬかれた仏壇を

浮きながら空豆ながら御上洛

上洛﹂﹁絵葉書﹂など誰でも知っていることばが︑諧謔性を立

﹁虎屋の羊羹に似ている﹂とする発見は︑いわさき楊子ならで

憶えがない扁桃腺からの絵葉書

ち上げる装置になっている︒本誌２８号 ア(クアノーツ に)石田
柊馬の︑﹁大胆な言い方になるが︑現代川柳は︑先端の一部が

渡辺隆夫

すでにご高齢の天皇はご隠居され︑余生は研究の日々を過ご

天皇は死ぬまで走る襷がけ

はのものだろう︒

思いつきではなく︑榊陽子の知性・感性から紡ぎだされたこと

柳多留に鼻をぶつけはじめている︒﹂がある︒
黄ゴジラのくずおれてゆく製図板 江口ちかる
みなさんの句稿が揃ったのは銀杏落葉の頃だった︒﹁黄ゴジ
ラ﹂を銀杏の比喩と捉えると︑黄色に染まって散ってゆく葉を︑
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い宿命は終生天皇であり続けなければならない︒しかも︑時の

されて欲しいと願う国民は少なくないだろう︒だが定年制のな

うもなく﹁おいしそうですね﹂と手を伸ばす︒あるいは﹁焦げ

ら﹂おもむろに﹁焦げ付いた鰯﹂を取り出す︒乗客は戸惑うふ

があってもかまわない︒﹁有罪へ案内役の錦鯉﹂などとともに︑

れはことばの世界なのだから︑こんなナンセンスで奇妙な風景

政府やその権力者の都合に翻弄されるお気の毒な立場でもある︒ 付いた鰯﹂は流通している貨幣なのかもしれない︒もともとこ
だが﹁死ぬまで走る襷がけ﹂と︑隆夫の天皇を捉える視点はい

されたくんじろうの世界がここにある︒

つの場合も非情であり︑戯画化された天皇制への批判は痛烈で
丸山進

あらゆる制約から解き放たれた自由な想像力によって︑紡ぎだ

この冬が終われば瓶に詰められる

保田悠詩

ある︒

人類に翼の生える危険性

﹁何らかの原因で背中に翼の生えた人間は︑神の申し子とされ

ひと夏が終われば蝉は地に還り︑蝿は無残な死を迎える︒だ

ギリシャ神話︑イカロスの翼を持ち出すまでもなく︑翼をも

が﹁この冬が終われば瓶に詰められる﹂という人間と︑どれほ

って大空を駆け巡りたいという願いは︑人間にとって永遠の願

る国や︑死刑にされる国もあるが︑我が国では人類平等により︑

﹁この冬が終われば﹂︒丸山進の痛快なひねり技はここでは影

望でもあるのだが︑悠詩にとって﹁翼の生える危険性﹂は︑人

優遇もペナルティも受けない︒﹂と何かに書いてあった︒

を潜めて︑いかにも自虐的な表現だが︑これが作者にとっては

類への警鐘ではなく︑もっと個的なある予感に震えているので

どの違いがあると言えようか︒外見的には昨日と何も変わって

正直な自画像なのだろう︒悲壮感ではなく︑諦めでもないユー

いないのに︑自分がすっかり変わってしまったことを自覚する

モラスな語り口に作者の持ち味も生かされている︒

日常の不自由さ︒もっと現実的に異星人のように見られるこわ

して︑今にも翼が生えてきそうな予感︒あるいは︑翼をもった

はないだろうか︒たとえば朝︑目覚めとともに背中がむずむず

この句の私の関心は﹁車掌鞄から﹂にある︒﹁チェ︑また焦

さ︒そして太陽に焼かれて墜落死することを︑恍惚と夢想する

くんじろう

げ付いた鰯か﹂とぼやきながら︑昼の弁当を鞄から取り出す車

焦げ付いた鰯を車掌鞄から

掌かも知れない︒だがそう読むことで小さくまとまってしまう

保田悠詩

自分に怯えているのかもしれない︒

群衆は沈黙を重んじる︒しかし︑それも束の間で︑ある時期

ひとつだけ無口な牛を混ぜてやる

世界はくんじろうの本意ではあるまい︒ここは電車の中で乗客
と向き合いながら車掌は︑焦げ付いていますが︑とか言いなが
ら︑乗り越し料金の精算キップを差し出すように︑﹁車掌鞄か
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実を私たちは何度も目にしてきた︒この句がその情景を捉えて

なり︑取り返しのつかない喧噪の坩堝になる︒そして最後まで

から人々は沈黙に耐えられなくなり︑堰を切ったように饒舌に

が対象を見るということではなく︑その対象が自分に何を喚起

したことはなかったような気がする︒少なくとも一方的に作者

いつつ︑対象を捉えるとはどういうことなのか︑この場で言及

この句を読んで︑対象をどう捉えるか︑どう表現するかと言

まりでなければならない︒﹁うつむいた百合﹂を眼前にした作

してくれるか︒その思いがけない一瞬が︑書くという行為の始

沈黙を守り通したものが︑結局は群衆を支配することになる現

森茂俊

と同体化した自然の共有であり︑﹁起こして言い聞かす﹂は対

者が︑何を喚起されたかはくどい説明をするまでもなく︑自分

右眉の半分まではカウボーイ

いるのかどうかは別にして︑おもい寓意を潜ませている句だ︒
カウボーイと言えば北米などの畜産業に従事する牧場労働者

ことで﹁うつむいた百合﹂は作者自身として立ち上がってくる︒

象というよりも︑自分への思いであり感慨であろう︒句にする

のこと︑という固い定義はともかく︑子どものころ熱狂した西
ドであり︑黒沢明の﹁七人の侍﹂をハリウッドがリメークした

尽くされていることを︑さらに確認しあうための提言でしかな

これは︑何も新しいことを言っているのではない︒何度も言い

部劇のジョン・ウェインであり︑﹁シェーン﹂のアラン・ラッ

もともと西部劇のシチュエーションは︑日本の股旅映画とほぼ

中節子が自らの更新を果たすことである︒

いが︑この句の場合︑対象を捉えるとは︑そのことによって田

﹁荒野の七人﹂のユル・ブリンナーなどのカッコ良さであった︒

に酔いしれた子どもや若者は︑テンガロンハットに似せて︑両

内田真理子

国方艶子

同じであったから︑余計血肉を沸かせることになった︒西部劇

なきごえで君がたんぽぽだとわかる

アリバイは成立あした帰ります

畑佳余子

西村みなみ

かほぼ全身︑カウボーイになり切って映画館を出てきたものだ︒

ロボットの膝で眠っている仔犬

続柄を忘れる爪を切りながら

横の縁を跳ね上げた帽子を斜めに被り︑﹁右眉の半分﹂どころ

ミーハー的なことではなく︑アメリカの動向に振り回される国

柴田美都

いうことだが︑その具体性について﹁バックストロークｉｎ大

﹁私﹂を書くという主観性が︑川柳の命題として認知されたと

自分を対象に置くという書き方はほぼ一般的な認識を得た︒

かくれんぼ壊れかかっているひとね

とつい川柳の評から離れてしまったが︑この句の意図はそんな

田中節子

でも差支えない︒ただ﹁右眉の半分﹂といういじらしさは作者

の在り方︑国民の意識への痛烈な批判が句の背景にあると読ん

うつむいた百合を起こして言い聞かす

のものだ︒
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阪﹂のシンポジウム﹃﹁私﹂のいる川柳／﹁私﹂のいない川柳﹄

﹁蓋は閉めたのに﹂﹁鹿の声﹂がするという︒ピアノの音色

出したそれぞれの句は︑現実の私の再現から半歩踏み出してい

という考え方が生まれてきます︒﹄と述べている︒ここに書き

考える方が︑作品を書く場合も︑作品を読む場合も有効である

も︑作品に登場する﹁私﹂は作者とは次元の違う別の存在だと

はまるで違う︒小池の句にはバックボーンの重なりがほのみえ︑

あった︒楽器の蓋と︑生物を併せたところは共通だが︑味わい

また本号に江口ちかるの﹁オルガンの蓋を開ければ蜂の家﹂が

悲しき﹂とか︑万葉の世界に思いを馳せているのかも知れない︒

の余韻とともに﹁奥山に紅葉踏みわけ鳴く鹿の声きく時ぞ秋は

でさまざまに討論された 今号に掲載 ︒ その導入で小池正博は︑ が﹁鹿の声﹂に聞こえたのだろうか︒﹁神鹿﹂ し(んろく と)い
(
)
﹃私が書いたのだから作品中の私は自分自身だ︑と考えるより
うことばがある︒神の使いとしての鹿である︒あるいはピアノ

る︒やがて﹁作者とは次元の違う存在﹂︑あるいは﹁書くこと

冬に入り金魚の糞になった父

人知れず陽の出るまでに片付ける

同

同

江尻容子

金の紐﹂と独創的に捉えた時事性の一句と言えなくもない︒さ

年金事件で何かと騒がしい一年であったが︑大きくいえば﹁年

年金の紐遠山に繁茂する

筒井祥文

は作者のユニークな﹁目﹂が印象に残った︒

逃げ道はないガラス戸の茜雲

同

によって現れる私﹂ 筆(者 へ)の移行の準備はできているようだ ︒ ﹁閉めたのに﹂﹁声﹂という知的ひねりがある︒一方江口の句

戸を開く屍のように服いろいろ

はない︒しかし︑時事性という現実的な認識からずらされた﹁遠

生活者としての私の︑病気になったり家族の介護をしたりと︑ まざまに提起された年金事件を総括する﹁年金の紐﹂に違和感
生活の場面でさまざまな雑事に追われて生きている現実を︑書

吉澤久良

﹁鳥籠は未使用﹂ということであれば︑常識的には︑それは

鳥籠は未使用なればそらの音

由を手に入れた︒

かざるを得ない立場も否定はできない︒特に江尻容子の場合は︑ 山に繁茂する﹂によって︑この句は時事性をはるかに越えた自
﹁思いを書く﹂という方法に殉じて︑その境涯性にテーマを求

新しい鳥籠であり︑何の付加価値もないはずだが︑﹁なればそ

めているだけに︑余人の立ち入る隙さえ見せぬきびしさで︑自
らの悲痛を書き続ける︒その一句一句に提言したいことは山ほ

らの音﹂だ︒

どあるが︑その境遇を知っている者として今はしずかに見守っ
小池正博

らの音﹂がするという︒心象を映し出す感覚が作り出した﹁そ
ピアノの蓋を閉めたのに鹿の声

ておきたい︒
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岩根彰子

ふわりと浮いた蜂の巣を打つバット

仏壇の中からアシナガバチの群れ

くり抜いた目鼻で作る冬の蜂

重森恒雄

草地豊子

榊陽子

畑美樹

冬の蜂香辛料は揃えてる
斉藤幸男

地球は三角だねと蜂が笑う

もう何度生まれ代わった蜜蜂マーヤ

蜂ぶらぶら迷子のぼくを慰める

追伸にハニー石鹸の香り

過去のうそ一直線に蜂来たる

鱗粉に噎せるオイラは蜂である

草地豊子

川路泰山

高橋こう子

湊圭史

吉松澄子

飯島章友

平賀胤壽

から目覚めた女王蜂は翌春、たった一匹で巣づくりを始

蜂は社会性のある生きものとして知られている。冬眠

金築雨学

鍵穴を土蜂いっぴき出入りして

畑佳余子

円楽も死んだ軒下の蜂の巣

特選

植田眞佐美
瀧正治
馬場ゆうこ

曇天が続く蜂の巣を解体
核保有している蜂は刺し合わぬ
アジテーター蜂の巣踏んで消えていた

蜂の一刺しタラップを駆け昇る

丸山進

澤田勝冬

蜂の子は星占いを信じてる

金築雨学

エンピツの断面図から蜂起せり

賞状の筒からスズメバチ巣立つ

内田真理子

壷内半酔

やまもとじろう

ふゆのゆふ

ハチのムサシは消えたのさ

受話器からローヤルゼリーをしたたらす

島津美智子
柴田夕起子

とおしいと思えてくる。

われ続けていることを思うと、蜂が持つ毒針さえも、い

秘的な営みが、私たちの暮らしのすぐ近くで、淡々と行

なぐための女王蜂とオス蜂を産み分ける。命をつなぐ神

メスの働き蜂の卵を産み、秋になると次の季節に命をつ

数の卵を産み続けるという。そして、夏の間はせっせと

て、そこで一生を過ごす。種類によっては、数千という

さになると、産卵に専念するために巣の中に入る。そし

め、数匹の働き蜂を自ら産んで確保し、巣が一定の大き

蜂のむれかごに揺られてアフリカへ
蜂の巣にラーメンすする音がする

菓子折りの菓子の辺りにすずめ蜂

天下り

動物園スズメバチの巣の記憶

体内の蜂一匹を老いさせる

選と評

課題吟「蜂」
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ふわりと浮いた蜂の巣を打つバット

重森恒雄

てくれているように思う。その円楽さんがこの世からい

なくなってしまったことを、軒下の蜂たちは知っている

ちの笑いの競演が聞こえてくる。

エンピツの断面図から蜂起せり

シャープペンシルやボールペン派が増えてきている。

澤田勝冬

してひとしきりの寂しさの向こうから、円楽さんと蜂た

だろうか。蜂の巣のにぎわいと蜂たちの生命力が、円楽
蜂 の 巣 が ふ わ り と 浮 い た 場 面 を 想 像 し て み た 。そ れ は、 さ ん が す ぅ っ と 消 え た 寂 し さ を じ わ じ わ と 醸 し だ す 。 そ
現実のあのやかましく蜂が通う巣ではなくて、作者にだ
け見えている蜂の巣のような気がする。日常の中で、ま
るで蜂が群がっているような、あるいは、一斉に攻撃を
仕掛けてくるような、そんな空気を感じることはたくさ
んある。それを「ふわり」と感じ、手に持ったバット、
あ る い は 両 手 で 、 や み く も に 打 ち 消 そ う と す る … し か し、

きもののような姿が好きだ。もちろん、あの独特の匂い

作 者 は き っ と そ の 欲 求 を 行 動 に 移 す こ と は な い の だ ろ う。 と は い え 、 私 自 身 は 鉛 筆 派 。 適 度 に 丸 く な っ た 鉛 筆 の 生

も。そのやわらかな存在感を感じている指先に、何やら

まで気づいていなかった。

断面。一本の鉛筆がこんなに饒舌だったことに、私は今

に黒々とした芯を抱き、こちらにまっすぐに向けられた

筆に目を向けると、私に向けられた断面が見えた。真中

れた私自身の歴史の一端なのか。ふっ、と手を休めて鉛

字なのか、短くなった鉛筆がこれまで受け止めてきてく

蠢く気配。それは、自分が今、白い紙に書きなぐった文

宙に浮いた人それぞれの蜂の巣が、見えるような気がし

金築雨学

てきた。
円楽も死んだ軒下の蜂の巣

円楽という落語家さんはあのテレビの人気番組「笑点」
で知った。四角い顔と、柔和な表情と、何より若い落語
家さんたちが心底慕っている様子が、テレビからも感じ
取 れ た 。落 語 に 詳 し く な い の で 、 多 く は 語 れ な い け れ ど、
「円楽」というこの二つの漢字そのものが、全てを伝え

次号課題は「ふわり」清水かおり選です。
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言葉の波間
ここ数日急に冬らしい寒さになった。昨夜の予報では筑後
地方は平野部でも雪になるということだった。目覚めて一番
に窓を開けた。黒々とした月桂樹の向こうに、うっすらと雪
を乗せた隣の瓦屋根が見える。木や草の葉も雪を飾って美し
い。何故だかわけもなく父や母に会いたくなった。

二十年前に母を亡くした。十三年前には父も逝ってしまっ
た。これから先どうしよう、どうなるだろうと本当に心細く
不安であった。今振り返ってみれば、諸々のことも、くよく
よと思い患うほどのこともなく、何とかやり過ごして来た。
ほんの少し何かが変わったにしても、それは日常に組み込ま
れてゆく。日常はドーン、と力強く居座っている。

十二月に入って、川柳と私を結びつけて下さ
台所の窓からぼんやりと外を眺めている。
った大先輩、田岡千里さんが亡くなられた。本
木々の枝にわずかに積もっていた雪もすっか
当に淋しくなった。
り溶けてしまった。枝を鳴らす強い西風に吹 日 常
歳になる叔母の従姉妹が十一月に亡くなっ
かれて黒い塊のように飛んできた鴉が、桜の
松永 千秋
た。二人は大の仲良しだった。。現在 歳の叔
木の枝先に留まって、盛んに羽ばたいている。
母は、この頃 歳だと言い張っている。そんな
羽でバランスを取りながら枝を揺らして遊ん
叔母を施設に尋ねるのもこの頃の日課のひとつ
でいるようにも見える。二羽、三羽と飛んで
である。
きてはどこかへ消えてゆく。
―人が死ぬということは、何も特別なことでも何でも無い
今年も残り十日余りになった。結婚、出産、入学、入院等
んだよ、木の葉が散るように当たりまえのことなんだよ―南
そして死亡。身辺さまざまなことがあった。一大事、どうし
木佳士の小説の中で母を亡くした少年におじいさんが語りか
よう、と思ったこともあったが、今、台所のテーブルのいつ
ける言葉である。
もの位置の、いつもの椅子に座ってまわりを見回してみる
日常というのは、おいそれと変わるものではない、と実感
と、何の変わりもない。
している。
壁の時計、椅子もテーブルも、壁の絵も少しうす汚れて、
いつもの位置に変わりなくおさまっている。
94

15

93
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新・現代川柳の切り口①
現代川柳における身体性

触覚と触覚でする会話かな
左手は魚をつかむ練習中

流れ着くワカメ、コンブを巻きつけて

広瀬ちえみ

触覚で会話をするのは蟻などの昆虫であるが、ヒトが幻の

小池正博

ニワトリの声で電話に出てしまう

触覚を出して相手を探り合っている状況を連想してもおもし

手術痕何を出し入れしたのだろう
従来の「小特集」のページを今号から「新・現代川柳の切

ろい。左手は練習しなければ魚をつかめないのだろうか。右

一 身体図鑑

が、看板の掛けかえだけに終わらないようにしたいと思って

り口」と改めることになった。二年ごとの店舗改装になる

どのように捉えられているのだろうか。

改めて問い直されてもいる。では、現代川柳では「身体」は

い。また、現代のコンピュータ社会の中で身体の持つ意味が

が付与され、身体の復権が唱えられるようになってから久し

従来「精神」に従属させられていた「身体」に積極的な意味

において広く見られるところである。現代思想の流れの中で

さて、「身体性」というアプローチは、現代の文学や哲学

めて次のように問うことから始めなければならない。その手

がってきたものは誰か。広瀬の作品を読むとき、私たちは改

ならないのは、これらの作品では作中主体が意識的に消去さ

によって読者は改めて「身体」を発見する。注意しなければ

らのズレと違和を持つものとして表現されている。そのこと

の作品では、ふだん自動的に動いている身体が日常的文脈か

るだけではなく、人体のアンドロイド化も連想させる。広瀬

いる出し入れされる内臓は、現代医学に対する軽い皮肉であ

なら、別の声を出す場合もありそうだ。手術痕の句が示して

手ならどうなのか。ニワトリの声で電話にでることができる

セレクション柳人『広瀬ちえみ集』 邑(書林 に)「身体図
鑑」という章がある。「手」「耳」「顔」などの題は句会・

は本当にヒトの手なのだろうか？と。

いる。

大会でもよく見られるが、ここでは身体の句が図鑑のように

れていることである。ワカメ・コンブを巻きつけて海から上

意識的に並べられているので、一瞥してみよう。
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二 体内感覚とふしぎな身体

変容し、内在化された実存的な景を見せている。

佐藤みさ子の場合、身体性は動詞に典型的に表われてい

る。一句目、「立つ」と対になるのが「曲がる」という動詞

である。「わたし」が曲がっていることを認識するのは何に

よってだろうか。たとえば鏡に映った自己を見て、私たちは

自分の姿を知る。だが、佐藤の句は鏡像を介在させないこと

によってシンプルな説得力をもつ。曲がっていることの自負

を感じさせるのである。二句目、倒れないように自分の手で

のだろうか そ(れはもちろんナンセンスだ 。)この作品はひと
つの精神の姿勢を述べているだろう。佐藤の句は身体を詠む

佐藤みさ子

清水かおり

畑美樹

次に『現代川柳の精鋭たち』 北(宋社 収)録作品から、畑美
樹・清水かおり・佐藤みさ子の三人を取り上げてみよう。
朝蝉の中へ差し出す両手首
体内の水を揺らさず立ちあがる
体内の葦は父より継ぎし青
ガラス器抱いて肉体に夏至のごと
正確に立つとわたしは曲がっている

ことによって精神を表現する。身体を表現することで直截的

自分の両耳を持つのだろうか そ(んなことは馬鹿げている 。)
それでは、倒れないように誰かに自分の両耳を持ってもらう

畑美樹の作品には「体内湿度」というタイトルが付けられ

倒れないように左右の耳を持つ

ている。ここでは身体は世界との関係性において、あるいは

に作者の精神が顕われてしまうのである。

さ子の自己に対する批評性など、現代川柳において身体性は

畑美樹の体内感覚、清水かおりのイメージの変容、佐藤み

体内感覚として表現されている。一句目、「朝蝉」の鳴いて

多彩に展開されている。

いる世界に対して、「私」の身体を代表する「両手首」を差
し出す。身体と世界との関係性は良好のようだ。二句目、体

変えて男性の作品を考えてみよう。

ここまで女性柳人の作品ばかり取り上げてきたので、視点を

三 損傷される身体／監視される身体

内感覚は水のイメージで表現されている。コップの中で水が
揺れるのと同じように、身体は一つの器である。内部感覚と
しての体内水位は外部世界に存在する水と繋がっている。
清水かおりの場合、身体は父・ガラス器などの他者や外界
と繋がりながら、多彩な展開を見せている。外部世界はある
ときは意志的にあるときは受苦的に身体内部で様々なものに
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ゴッホ

る連作である。ここには当然、性愛のイメージがあるが、卵

松本仁

やスプーンなどの「物」が性愛のイメージと重ねられてい

セレクション柳人『野沢省悟集』から、「輸卵管」と題す

いずれの耳か

る。エロティシズムの対象が女性ではなくて、物に向かって

明恵
高く舞う

森閑と親しきものに見張られる

コインロッカーの中に私の手を隠す

小池正博

定金冬二

験的な試みである。

視線で物を見るとどのような表現が可能であるのかという実

いるが、それはフェティシズムというのではなくて、性愛の

蝶
『現代川柳の精鋭たち』から、松本仁の代表句である。ゴ
ーギャンとの共同生活の破綻の末に耳を切り落としたゴッ
られる身体のイメージがまず提示される。そして損傷される

ホ。仏教者として生きるために耳を切った明恵上人。傷つけ
身体の、いずれの耳かわからぬが、宙を舞う耳が一匹の蝶に

三木富雄がいる。アルミ鋳造による「耳」シリーズは有名だ

余談になるが、現代アートの世界で耳に執着した彫刻家に

て論じた文章を読んだ記憶がある。けれども、「私の手」は

が遺棄される事件が起こった頃なので、そのことと関連させ

時、難解句と受け取られたようだ。コインロッカーに赤ん坊

句集『無双』に収録されている定金冬二の句は、発表当

変身するのだ。

が、「私が耳を選んだのではなく、耳が私を選んだ」という

現実の手などではなく、人間が誰でも持っている秘匿してお

ないが、監視される身体をイメージしたものである。ヒトに

秘匿と監視。拙句「森閑と」は直接身体を詠んだものでは

冬二にもこんな句があるのが興味深い。

簡単に出し入れできるコインロッカー程度が手ごろなのだ。

きたい部分の隠喩にすぎない。押入れや地下金庫ではなく、

三木の言葉が伝わっている。気になることは、三木が作り続

野沢省悟

けたのは左耳であって、右耳は作らなかった事実である。
水銀の球あつまって乳房となる
卵黄をひそかに愛撫するときに
スプーンの曲線に指すべらせて
輸卵管はるかな星に降る雪と
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になる。「私の意識」においては「私」であるに違いないの

のは「私の意識」ではなくてテクノロジーであるということ

判別する。ここでは「私」が「私」であることを保証するも

く出てくるが、声紋や眼球の虹彩などによって機械がヒトを

クス認証という言葉を聞いたことがある。犯罪映画などによ

も盛んで、電脳的身体疎外が始まっている。バイオメトリッ

よる監視のほか、現代ではカメラやコンピュータによる監視

ふうに言っている。

かれる所以である。「辞の断絶 に｣ついて菱川善夫はこんな

ることもできる。短詩型において助詞の重要性がしばしば説

することもできるし、繋がっているように見せかけて断絶す

働きをするが、同時に微妙な、付かず離れずの関係性を表現

…」が通過していくのかも知れない。「辞」は語と語を繋ぐ

なく一個の「を」であり、ひょっとすると複数の「ををを

体を素通りしていくのだ。「に」でも「と」でも「も」でも

限っていえば、人格などという高潔なものではなく、人間

「辞という、この最も柔い、癒着しやすい部分は、その意

に、機械は間違いなく「私」を認識してくれるだろうか？

味で私にとって不思議に官能的な部分である。塚本の作品に

「ＭＡＮＯ」十四号に樋口由紀子は「身体」をテーマにし

四 言葉と身体

が、まさにそこに在るという感じに近いであろうが、辞にむ

かう時、まずもってその実感から離れることができぬ」 菱(
川善夫「実感的前衛短歌論」 )
塚本邦雄の短歌について述べた部分であるが、樋口の作品

た二十句を発表している。

体毛はピンポン台の上を飛ぶ

「を」という助詞が素通りしていく身体 樋口由紀子

を読んで私は菱川のこの文章を思い出した。

「平安時代の…」という句などよくそんな嘘をつけるもの

ダブルベッドのどこに置こうか低い鼻
平安時代の頬で生きると疲れない

冒頭の句、身体を通り抜けていくのは風などではなくて

《「を」という助詞が…》と書くとき、樋口がとらえている

ている」 『(ゆうるりと』 と)詠んだとき、「青い病気を」と
いう目的語は確かな実体的イメージを持っていた。けれども

だと感心してしまう。かつて樋口が「足首に青い病気を持っ

「を」という助詞であるという。国語学者の時枝誠記は「語」

のは言葉そのものなのである。

泥のついた髪ですどうぞよかったら

を「詞」と「辞」に分けた。助詞は「辞」である。それが身
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手の届かぬ位置で光っている昨日

前田一石

大橋一弘
写真

バックストローク

in 大阪

2009年9月19日、バックストロークin大阪に多くの皆さ
んにお集まりいただきました。ありがとうございました。
シンポジウムと句会の様子をご紹介します。誌面とはま
た違うナマの臨場感。今後も続けて参ります。
今後ともどうぞよろしくお願いします。

参加者の皆さん
吉澤久良
堺利彦
草地豊子
たむらあきこ
丸山進
番野多賀子
増田えんじぇる
高島啓子
谷口義
富山やよい
天谷由紀子
酒井暁美
中山一新
水野黒兎
前田一石
田中峰代
高橋かづき
石田柊馬
山田ゆみ葉
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斉藤幸男
田中博造
兵頭全郎
前田芙巳代
小野善江
岩根彰子
内田真理子
小池正博
辻嬉久子
中林典子
広瀬ちえみ
井上恵津子
菅野泰行
徳永政二
吉岡とみえ
松永千秋
石田都
中西南子
能登和子

森田律子
井上一筒
石部明
久恒邦子
中村せつこ
樋口由紀子
久保田紺
大西俊和
坪井篤子
国方艶子
井上しのぶ
小川佳恵
中川一
くんじろう
彦坂美喜子
本多洋子
ひとり静
岩崎千佐子
酒井かがり

榊陽子
蟹口和枝
行田秀生
野口裕
筒井祥文
いわさき楊子
田畑宏
前田ひろえ
楢崎進弘
山岸竜清
堀本吟
湊圭史
羽田野令
笠嶋恵美子
森茂俊
沼尾美智子
赤松ますみ
（順不同・敬称略）

バックストロークｉｎ大阪・シンポジウム
「私」のいる川柳／「私」のいない川柳

（写真左から）

兵頭全郎
小池正博
彦坂美喜子
樋口由紀子
吉澤久良
司会
パネラー

兵頭 「バックストローク」のシンポジウムでは、これまで

「悪意」「軽薄」「虚」についてディスカッションしてきま

したが、四回目の今回はさらに一歩進めたテーマとして《「私」

のいる川柳／「私」のいない川柳》を取り上げます。本日会

場にいらっしゃる皆様方それぞれが「私」そのものですの

で、「私」のいない川柳はありえないとお考えの方もいらっ

しゃるかと思いますが、「私」という言葉自体が捉え方や見

る方向・時代によってさまざまな意味をもつ言葉だと思いま

す。ふだん疑うことの少ない「私」というものについて、み

なさんとごいっしょに考えていきたいと思っています。

□基調報告―言葉によって生まれる「私」

小池 本日のシンポジウムのテーマは、川柳界ではあまり聞

き慣れないものと思います。《「私」のいる川柳／「私」の

いない川柳 》｣と言われても、今ここに居るのが私だと実感
的に思われることでしょうが、それは生活者としての私であ

って、川柳作品に表現される「私」とは次元の違うものなの

ですね。「生活者としての私」は、朝起きて仕事に出かけた

り、買い物や食事をしたり、病気になったり家族の介護をし

たりというような、現実の生活の場面でさまざまな雑事に追

われて生きています。その中で川柳を書いているわけです
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させたり、また私が別の人格になってふだんとはまったく異

切り取ったり、現実の私を演出して「私」のイメージを定着

と、そこに一種のズレが生まれてきます。現実の私の一面を

が、川柳の中で表現された「私」が現実そのままかという

ほうじ茶が出た

いつものように縁側に座る

庭に僅かな作物が植わっている

犬が吠えつく

粗末な家である

きます。だから、本日のシンポジウムでは、現実の生活者の

合も、作品を読む場合も有効であるという考え方が生まれて

作者とは次元の違う別の存在だと考える方が、作品を書く場

もうその話題には飽き飽きしてるのに

どっちがほんとうの私なのか

「私」は言語によって生まれた私

私は母によって生まれた私

挨拶はない

なる「私」が作品に表れたりします。
このズレに気づいたときに、私が書いたのだから作品中の

私と作品の中の「私」をまず区別することが議論の出発点に

「私」が突然泣き出すから

私は自分自身だ、と考えるよりも、作品に登場する「私」は

なると思います。次に挙げる谷川俊太郎の詩では、「母によ

ほうじ茶にむせてしまった

以(下、省略 )

って生まれた私」と「言語によって生まれた私」という二人
の私が登場します。

『私』 二(〇〇七年、思潮社 と)いう詩集の中の一篇です。
「母によって生まれた私」は生物としての私、生活者として

された私です。この二人の私が会うというのがおもしろいで

の私です。一方、「言語によって生まれた私」は作中に表現

すね。現代詩では「飽き飽きしている話題」であっても、川

谷川俊太郎

国道を斜めに折れて県道に入り

「私」に会いに

また左折して村道を行った突き当たりに

柳ではまだあまり問題にされたことがありません。

「川柳には私が居なければならない」とはよく言われて来

「私」が住んでいる
この私ではないもうひとりの「私」だ

たことです。特に大会・句会における選者当て込みの作品に
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さまざまなレベルが含まれています。それらを整理して考え

場合、「作者」「語り手」「作中人物の私」「私性」などの

なくてはならないことが強調されてきました。「私」という

対する批判という意味で、川柳には常に「私」というものが

に、その作品を好きだと思えるなら、作者と作品を共有した

も含まれると感じたとき、そこに共感が生まれます。さら

を思い浮かべます。次に、その「私」の中に読者である「私」

す。「私」という言葉を目にしたとき、読者はまず「作者」

「私」と書いて普遍的な人間一般を意味する場合もありま

という実感が生まれるでしょう。「私」は「人間」という普

てみることが必要ではないかと思います。
まず、一人称の問題を取り上げてみましょう。次にあげる

川柳作品には、さまざまなレベルの「私」が混在しています。 遍性を代表するわけです。従来の川柳はそういう書かれ方を

さくらんぼたわわ私に子がいない

火柱の中にわたしの駅がある

わたくしがすっぽり入るゴミ袋

冷凍ものだが僕の青春だ

今 俺の上の青空は偽りか

櫟田 礼文

大西 泰世

新家 完司

浪越 靖政

前田 一石

に登場する「私」は、現実の私の制約を受けない自由な可能

き、語り手は現実の性差を超越しているわけです。作品の中

違う状況が詠まれています。清水かおりが「僕ら」と言うと

られいこの作品では「産む」ということに対して全く次元の

者の強い感情表現がうかがえます。櫟田礼文の作品となかは

じっています。たとえば、大西泰世の「火柱の」の句には作

僕らここから標本の羽背負う

平賀 胤壽

清水かおり

り上げてみましょう。

自己表現と考えられます。たとえば、広瀬ちえみの作品を取

けれども、これらの作品の中にはちょっと違う「私」も混

台風一過 わたしは鳥を産み落とす なかはられいこ

してきました。

わたくしの生まれたときのホッチキス 樋口由紀子
わたくしを引き抜いてみた沼である

北野 岸柳

雨の日は尻尾の手入れなどをする

バス停に小学生のままでいる

一人称が使われていなくても、多くの川柳作品は「私」の

性をもっています。

何処までが私で何処までが鬼

松永 千秋

職安にならぶぼくはビュッフェの線です 石田柊馬
私をきれいに洗うグレゴリオ聖歌

作者自身と受け取って差しつかえない「私」もあれば、
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おさかなを口にくわえて逢いにゆく

「脱ぐ時の」は作者主体とも受け取れますが、「僕」を渡

辺隆夫自身と重ねて読む必要はどこにもないでしょう。「ち

ります。ダブルイメージによって、食物と恋愛というひとつ

えて逢いにゆくのは猫か何かですが、人間のイメージも重な

は、作者の私かというと、あやしくなってきます。魚をくわ

です。バス停に小学生のままでいるのは「作者」の「私」そ

主語が省略されているときは「私」を補って読むのが常套

いう見方では、もう現代川柳は読めないように思います。句

レを意識せざるをえません。作者と作中人物が同じであると

みとれます。渡辺隆夫に至って、川柳は作者と作中人物のズ

す。虚構の度合いがどんどんエスカレートしてゆくことが読

す。「しばらくね」は「蛇姫」という架空の人物 キ(ャラク
ター を)設定し、その蛇姫がヌードになっているという句で
す。こういう作品を私は「キャラクター川柳」と呼んでいま

よって、「死体」自身が語っているという設定になっていま

ょっと見てよ」は「死体」に「わたし」とルビをふることに

の場面の表現になっています。皇帝の前で豆腐を落す「私」

の背後に作者を貼り付けて読むやり方では、もはや現代川柳

皇帝の前で豆腐を落っことす

とはだれでしょう。道化師でしょうか、それとも料理人でし

は読み解けないところまで来ているのではないでしょうか。

のものでしょう。しかし、雨の日に尻尾の手入れをするの

ょうか。主語を限定しないことによって、権力者の前で失策

で最初に問題提起したのが入沢康夫でした。『詩の構造につ

さて、作者と作中の「私」の関係について、現代詩の分野

をするという状況をあらわしているのかも知れません。
次に、渡辺隆夫の場合について考えてみます。

いての覚え書き』という本が有名ですが、ここでは、入沢の
『宅配の馬』

詩「わが出雲」のⅨの、そのまた一部分だけを紹介します。

わたし

脱ぐ時の妻は横目で僕は伏目

海はだめでしたよ

誰も信じてはくれませんよ そうでしよう

なんて おつしやつても

《お母さん ぼくが父さんの鼻から生まれた

ちょっと見てよ死体の焼け具合 『都鳥』
しばらくね私蛇姫すっぽんぽん 『亀れおん』
渡辺隆夫による三つの書き方です。これらの句における
「僕」や「私」は作者自身 作(者主体 で)しょうか、それとも
虚構の私 作(中主体 で)しょうか。
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泣き声で いつそ海を乾かしてしまい
中(略 )
姉さんなら元気です

いと主張する。短歌史が 私< と>作者の関係を巡って変転して
きたことがわかる。近代以降の短歌は作者自身の心を表現す

は、 私< は>作者自身だという宣言だし、前衛歌人塚本邦雄は
作者の私的感慨を否定して、作品中の 私< は>作者自身ではな

女の立場で詠んだ歌だから、 待<つ私 は>作者の藤原定家では
ない。一方、和歌革新運動における 自<我の詩 と>いう主張

いつも まつすぐ前を向いて立つて

る詩型として機能してきた。それを基盤にしながら、短歌伝

ましよう

変にぴかぴかしていますが

統が蓄積して来た普遍的な 私< を>どう生かすことができる
か、そこに今後の課題があるといえる。 三(枝昂之 )

あまり信用できない》
「ぼく」とは誰でしょう。父さんの

この「私性」をめぐって歌人たちはさまざまな発言を繰り返

鼻から生まれたぼくというのはおもし
ろいですね。姉さんはぴかぴかしている。駄々をこねている

しています。中でも岡井隆の次の言葉は有名です。

分かります。では川柳ではどうなのでしょうか。川柳は短歌

現代短歌において「私性」が中心的なテーマであることが

『現代短歌入門』 )

る場合もそうでない場合もある を)予想することなくしては、
この定型短詩は、表現として自立できないのです。 岡(井隆

てそれに尽きます。そういう一人の人物 そ(れが即作者であ

短歌における 私<性 と>いうのは、作品の背後に一人の人の―
そう、ただ一人だけの人の顔が見えるということです。そし

弟と真っ直ぐ前向きに生きている姉の対比ですね。けれども
「わが出雲」というタイトルから連想すると、これは出雲神
話を踏まえていることになります。「ぼく」はスサノオ、姉
さんはアマテラスになるわけです。
「私性 わ(たくしせい 」)を最も問題にする短詩型が短歌で
す。たとえば、『現代短歌ハンドブック』 雄(山閣 に)は次の
ようにあります。
短歌は一人称の詩型で、作品の主語は 私< だ>から、その <
私 は>作者自身なのかどうかが常に問われる。 こ<ぬ人をまつ
ほの浦の夕なぎにやくやもしほの身もこがれつつ は>、待つ
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終わります。

のテーマになることができるでしょうか。以上で私の報告を

と似ていると言われることがあります。「私性」は現代川柳

ます。そのとき短歌に、風景を詠もうが心を詠もうがすべて

がじし」、与謝野鉄幹の「自我のうた」などの動きが出てき

念を、子規が取り入れます。同時代に、佐々木信綱の「おの

「私の歌」であるという近代的自我の価値観が持ち込まれた

といえます。作ったものではなく、「ありのまま」に意味が

ない作品は「私」を補って解釈するということをお聞きし

いるというお話がありましたけれども、「私」が書かれてい

彦坂 「井泉短歌会」の彦坂です。先ほど川柳は短歌に似て

ことになります。

したから、戦後には「第二芸術論」などの批判にさらされる

たくさん詠われ、台湾などの占領政策の一翼を担ったりしま

主流になっていきますけれども、戦時下では戦争協力の歌が

が導入されたきっかけです。そこから、近代短歌はアララギ

□基調報告―短歌における「私性」の変遷

て、少し意外でしたが、そこは短歌と同じなんだと思いまし

あるという価値付けがなされます。これが近代短歌に「私」

た。近代的自我の短歌への導入につ
会所 桂
｣(園派 と)いうのがあって、
古典和歌と同じように、題詠という

行は、短歌が文学や詩の特質である批評性を持ち得るかとい

表現、「私」の仮構、「私」の意識の反映としての作品の試

隆・寺山修司・春日井建たちが登場しました。「私」の思想

抒情を韻律に載せて表現する短歌には批評性がない、とい

形式の中で作品が作られていました。

う問いにどこまで応えられるかということへの挑戦でした。

じめていて、短歌も「真実を書く」

く小説などが自然主義主流になりは

言いつのる時ぬれぬれと口腔みえ指令といえど服し難きかも

塚本邦雄『水葬物語』一九五一年

革命歌作詞家に凭りかかられてすこしづつ液化してゆくピアノ

う批判に対して起こったのが前衛短歌です。塚本邦雄・岡井

近代になって明治三十一年に正岡子

いて申しますと、それまでは 御｢歌

規が和歌革新論を書いて桂園派批判

「事実を書く」「私を書く」「個人

岡井隆『斉唱』一九五六年

をします。そのころは短歌だけでな

を大事にする」という近代文学の理
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両の眼に針射して魚を放ちやるきみを受刑に送るかたみに

寺山修司『田園に死す』一九六五年

間引かれしゆゑに一生欠席する学校地獄のおとうとの椅子

が置かれていて、その大前提の上に表現も生み出されている

しているという考え方です。作者の「私」という個人に信頼

いるという前提がありました。作者の「私」がすべてを決定

と考えられ、批評もそれを前提になされてきたということに

と批判されますが、寺山が短歌に持ち込んだ虚構の世界がこ

ないので、「間引かれし」を書いたときに「真実」ではない

かたちで前衛短歌運動から出てきます。寺山修司には弟はい

体制と対峙しうるか、批評性を持ちうるかという問に応える

判となっています。こういう思想詠というのも、個がいかに

味な力に個を対比させて、組織の暴力に対抗する一種の党批

だと言われていますが、「言いつのる」では「指令」の不気

評性を打ち出しています。岡井隆は短歌に思想詠を持ち込ん

「液化してゆくピアノ」にメタファーとして書いていて、批

塚本邦雄の「革命歌」は、革命幻想が崩壊したという観念を

なります。

思想が壊れて、「私」性は希薄になりフラットな表現が多く

が心から思ったのかどうかが疑われてきます。二項対立的な

ないか、ということです。表現もそれと同じで、本当に「私」

という過多な情報によって、欲しいと思わされているのでは

ッション雑誌などに載っていて、みんながいいと言っている

てきます。例えば「私」が欲しいと思ったものが、実はファ

「私」が何かを決定するということが次第にあやふやになっ

あり、パソコンなどが出てきます。そういう社会の中では、

が出てきます。その背景には電脳社会、情報化社会の拡大が

ニューウェーブの時代になりますと、もう一度「私」の問題

ところが、一九八〇年代、俵万智『サラダ記念日』以後の

なります。

こにあります。春日井建の場合は反社会性ですね。魚の目に

春日井建『未青年』一九六〇年

針を刺すという悪意です。こういう表現にどういう意味があ
らのメタファーとか思想とか虚構とか反社会性とかはすべて

▼▼雨カ▼▼コレ▼▼▼何ダコレ▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

いて

言わないでおく 黄昏のシーツの上に思いがけない形をして

るのか、ここでは反社会性に批評性を見出しています。これ
短歌に対する批判に対して「私」の表現のあり方を示すもの

ＢОМＢ！

荻原裕幸『あるまじろん』一九九二年

加藤治郎『サニー・サイド・アップ』一九八七年

であったわけです。
近代以降、前衛短歌の時代までは、作者に信頼が置かれて

56

れ）』二〇〇一年

の海老たち。 穂村弘『手紙魔まみ、夏の引越し（ウサギ連

ハロー 夜。ハロー 静かな霜柱。ハロー カップヌードル

が大活躍しています。

以後、現在の最先端では、一九七〇年代生まれ以後の人たち

問うかたちで「私」が問題になっています。ニューウェーブ

月を見つけて月いいよねと君が言う ぼくはこっちだからじ

るどれか

このなかのどれかは僕であるはずとエスカレーター降りてく

のかということがきちんと書かれていません。「思いがけな

前衛短歌と比べてみると、加藤治郎の歌では何が起こった
いかたち」とはどういう形かわからないけれども、想像して

ゃあまたね

歌という宿題を出されて作った記憶がある」と作者は言って

るのですが、作者の意図がよく分かりません。「現代の釈教

れが穂村弘になると、カップヌードルの海老自体はよく分か

ではまだ作者の意図を推し量ることが出来ると思います。そ

換文字を連想させます。この時代らしいところです。ここま

短歌は新しいことではありませんが、記号の多用は機械の変

う近代的自我に疑問符が付されて、「私」（主体）は関係性

たちの表現の中にたくさん出てきます。疑えない「私」とい

非常に分りにくくなっているのが、七〇年代以降生まれの人

んね。こういう「私」がどう表現されているかということが

は、書いている「僕」というのがどこにいるのかが分りませ

のタイトルになっています。「僕であるはず」というので

す。でもややこしいことに、『渡辺のわたし』というのが本

斉藤斎藤というのはペンネームで渡辺というのが本名で

永井裕「風通し」二〇〇八年

斉藤斎藤『渡辺のわたし』二〇〇四年

くださいということです。喩を排除していて、表層的だと言

います。小さくて干からびて熱湯をかけられるカップヌード

われます。荻原裕幸の歌では記号が使われています。記号の

ルの海老たちに人類のイメージを仮託したというのです。な

す。永井裕の歌は普通の会話ですよね。今までの考え方では

によって決まるものだという考え方の中で、それを自然の環

この歌のどこがいいのか分らない。作者の「私」に信頼が置

境として育ってきている世代が表現の現在に出てきていま

いま短歌ではまた「私」が問題になっています。前衛短歌

ぜいま、こういう歌が出てくるかということが「私」の問題

の時代にも「私」が問題になりましたが、現在は、これまで

かれていない。誰かに考えさせられ、誰かに書かされている

と重なってきます。

の価値感では理解できない歌が出てきて、その背景や意味を
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るのでしょうか。

ときに作者の名前はどれくらい作品にひっつけて読まれてい

への変遷があったということですが、短歌の作品が読まれる

兵頭 作者に信頼が置かれている時代から、そうでない時代

た。

うに出てきているかということをお話させていただきまし

ません。「私」がどう変化してきて短歌の表現の中にどのよ

いる。それが良いか悪いかということを私はいま言っており

的なことだけで、その瞬間的なことしか書けなくなってきて

のではないかという疑いと不安の中で、信じられるのは瞬間

ません。

て、「現実の私」があからさまにそのままいる作品ではあり

います。選んだ五句は、さまざまな「私」が言葉によってい

「私」の思いを書いたものだけが私のいる川柳ではないと思

観を述べてきた文芸のような気がします。「現実の私」の

柳は俳句と同じ五七五定型で、七七なしに五七五で作者の主

七がないから主観が述べにくいとよく言われるのですが、川

五七五に七七があるから作者の主観が入れやすい、俳句は七

を書いていく上でとても大事なテーマだと思います。短歌は

り問題になってこなかったのですが、これから私たちが川柳

いろいろ問題になっています。川柳ではそういうことはあま

時実新子

方をされていました。それは短歌の中の私性に、川柳と同質

ません。新子さんは「短歌は兄弟で俳句は他人」という言い

「私がいる川柳」といえば時実新子さんを外すことができ

十人の男を呑んで九人吐く

彦坂 名前はたいていあとでくっつきますね。歌会で出され
るのは一首か二首ですが、短歌誌や歌集にまとめて出されま
すと作者の名前が付きます。引用するときは作者名を付けま
すが、最初から作者名を考えて歌を解釈するということはし
兵頭 では、お二人の基調報告に続きまして、それぞれのパ

ません。
ネラーに選んでいただいた五句を中心にお話しいただきま

のものを見ていたからそのような言い方をされたのだと思い

ます。新子さんは自分をさらけだした句をたくさん作ったよ

ておきたかったという「私」がいて、微妙な女心も述べてい

ど、自分を悪者に仕立てた川柳です。一人をどうしても残し

ます。十人の男を呑んで九人吐くという自嘲ぎみですけれ

す。
□「作者」が表現しようとした「私」
樋口 いま彦坂さんがお話になったように、短歌では私性が
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うに思われています。背後に現実の恋があったのではないか

りの「私」がいる川柳だと思います。

して結構生ま生ましいのである」―感覚のよさ、抒情のうね

加藤久子

るようなとき、台所の窓に異人船がいっぱいだという発想が

破ってしまうような印象があります。心がささくれだってい

く」と言ってしまったところに自分の心理状態があり、引き

レタスは普通「裂く」とは言いませんよね。でも、「裂

レタス裂く窓いっぱいの異人船

という先入観をもって読まれることがあったようですが、や
はりこれはリアルな言葉の組み合わせによって作られた作品
で、言葉の組み合わせのうまさが自分をさらけ出しているよ
うに見せているだけで、「現実の私」がそこにあったわけで

大西泰世

はありません。新子さんは「時実新子」という「物語の私」
から川柳を書いたのだと思います。
現身にほろりと溶ける沈丁花

すごいです。異人船という日常から遠いものと言葉を関係づ

という言語感覚であろうか。この沈丁花とは作者のことのよ

ですけれど、解説に立松和平さんが書いておられます。「何

けます。この句は『世紀末の小町』という句集から拾ったの

と思います。しかし、「こころの私」というような感触を受

句、特に花の句がうまいです。この句の作中主体は「私」だ

に乗せていくかといううまさで成り立っています。比喩の

んです。現実がどうこうではなくて、現実の思いをどう言葉

てうまく想像力を介入させています。これも言葉のうまさな

出ている川柳だと思います。

強さがあり、作者の内面が色濃く

な精神にあって、孤独感と同時に

は自己確認の意欲が作者の根本的

孤独感を感じます。この句の強さ

感傷的ではないのですけれども、

わばりのようなものを書いていて、

そういう自我の揺らぎや精神のこ

知れない不気味なものでもあります。

べきものであると同時に、得体の

けています。異人船は「私」をここから逃してくれる歓迎す

うでもあり、〈私〉を超えた遙かに大きなもののようでもあ

大西泰世は時実新子門下から出たお一人です。比喩を使っ

る。この世のものではなかった沈丁花が、ほろりと境界線を
超え、現身になる。ほろりという言葉に軽さがあるが、どう
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眦の深き奴隷に一礼す

清水かおり

う気がします。結局は他人を呼ぶのかも知れませんが、自分

というものは不気味で違和感のある存在だということが強く

のようにこの一句が焼きついたんです。何かのために礼をす

一端を見たような気がします。眼をつむってもスナップ写真

柳に近いものをよく書いています。この句にも作者の思想の

ものが見えます。意外なようですが、清水かおりは社会性川

は一礼するというのです。奴隷に対する彼女の意識のような

ついた奴隷というのははじめて読みました。その奴隷に彼女

イメージを作者は覆しています。「眦の深い」という形容の

状況でありながらリアルな思いを表しています。奴隷という

ち止まってしまいました。不思議な時空があり、非日常的な

ます。答が出たりストップしたりするものではなくて、戻っ

樋口 いえ、作品は発表したとたんに出口をもたないと思い

方に返っていくものなのでしょうか。

司会 「私」というのは作品に表れたあと、もう一度作者の

なければならないと思います。

す。こういう読みを私たちはもうそろそろ積極的にしていか

者」そのものではないのです。作者が表そうとした「私」で

全部「私」がいると思います。作品の中にいる「私」は「作

この五句とも背後に「私」がいると思います。 私｢ の｣いる
位置はそれぞれ違うし、場所も発想も違うのですけれども、

的に表現されています。

表れています。作者にとっての固有の意味、固有の行為が端

るのではないのですけれど、奴隷に対する敬意がこの句には

「バックストローク」二十六号に載っていて、おやっと立

あると思います。感性の柔軟性によって切り開かれた世界を

ていかないものだと思います。
□川柳作品の構造を読む

彼女は書いています。自分の心象風景、自分の心が抱え込ん
でいる感触に誠実に向き合って大切にしているのが清水かお
りだと思います。

ゃないと違和感をかかえながら聞いていただければ幸いで

い。とにかくこの五句を読みます。私の読みに対してそうじ

吉澤 四人目って絶対不利ですよね 笑(い 。)みなさん、集中
力が切れてきていると思いますが、我慢して聞いてくださ

奇妙な句です。自分の意識で何とかしようとするから、他

たすけてくださいと自分を呼びにゆく 佐藤みさ子

人は呼ばないんです。ひとつの人間の心理かもしれないとい
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す。川柳は作者の表現行為ですので、広い意味ではすべての

常に希薄な形に志向されています。

い。個としての作者はいることはいるけれども、「私」は非

けです。ほかの誰でもない私をふやすことにあるわけではな

時実新子

川柳に必ず「私」はあります。ところが今日のテーマは《「私」

靴音が近づき胸を踏んで過ぎ

のいる川柳／「私」のいない川柳》ですから、〈作中主体＝
作者〉という構図について考えました。

ね。共感をするということは、逆に言えば作者の固有性がな

書かれている内容は日常生活で誰もが感じていることです

す。近代的個性の確立が川柳において明確にできたのは時実

ています。作者は他の誰でもない個人として確立するわけで

情念を考える。作品を通じて作者に向かうという構造になっ

時実新子の場合、読者は作者個人の事実を読んで、新子の

くてもかまわないということです。「作者の感覚＝私の感

ていません。演出されたものであったと考えています。時実

母親はもつたいないがだましよい 『柳多留』

覚」ですから、作者の独自性は必要ありません。「私 ＝(作
者 」)はいるのですが、それは大衆の中に拡散して埋没して
しまう、そういう構造になっています。これが読者の共感を

新子の川柳が一世を風靡したために、作者は自分の事実のみ

を書くことが正しいのだという発想が広がっていったと思い

読むのですが、私はそこにあるのは事実そのものだとは考え

新子からではないでしょうか。作品の背後に作者を意識して

得る仕掛けと考えればいいと思います。

ます。それはナルシシズムに陥り、閉鎖性へと傾斜する危険

日本では、それを批判する考えは明確にできない。それを鶴

作品内容に新たな思想を提示しています。当時の軍国主義

せん。ただ、新子が確立させた近代的個性をどう継承・発展

し、近代的個性を明確に確立させたという功績は否定できま

り合わせであるということを指摘しておきたいのです。しか

と言うのではありません。「私川柳」がそういう危険性と隣

性が大きくなります。時実新子自身がそういう書き方だった

彬は明確に表現してみせました。鶴彬あるいは社会性川柳を

鶴彬

書く作家の目的は大衆を引き上げていくことです。これはプ

させていくかが今後の課題になろうかと思います。

手と足をもいだ丸太にしてかへし

ロレタリア文学一般の目的は芸術性ではなく、革命にあるわ
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子を一人買うに老人二人でどうだ

渡辺隆夫

非常に似ています。渡辺隆夫は私川柳の情緒的な部分を批判

作者は不在です。この渡辺隆夫の構造と『柳多留』の構造は

に空洞化されています。作中主体とイコールであるところの

読みます。けれども、読者は作者に行けない。作者は意図的

作品として成立していない、という立場です。読者は作品を

的に把握しなければならない、自分のことを述べるだけでは

明の言葉にしか行けないのですね。という意味では、「作中

者は石部明の作品にぶちあたったあと作者にいけない、石部

たな世界を自分の中で作り出す、ことだったと思います。読

発見するためです。新たな言葉を構築することによって、新

識しか持てない。日常的な現実認識を破壊して新しい自己を

的な感覚・日常的な意味性を解体しなければ日常的な現実認

の日常会話ではありえないことを書いているのですね。日常

石部明の書き方は言葉の日常的意味体系の解体です。普通

石部明

するために、『柳多留』の構造を意図的に現代川柳に持ち込

主体＝私」というかたちの「私」は石部明の作品にはありま

梯子にも轢死体にもなれる春

んできた。明確な戦略をもって書いてきたのだと思います。

渡辺隆夫の作品は私川柳を否定しています。ものごとを知

その意図とは、一つは「私性」信仰の否定です。「私」を書

せん。

びは「私」の真実とはまったく関係ありません。こんな楽し

たものです。最後にエンターテインメント性です。ことば遊

は作品の開放性です。作品の閉鎖性に対する批判から出てき

そのものを読むことが必要なのだという考え方です。三点目

うことです。作品の背後に作者がいる必要はないのだ、作品

のしてきたことが更に生かせるのではないかと思っていま

把握・認識を越えた上での情という方向に進めば、時実新子

石部明の作品に出てきているのではないか。つまり、知的な

い」はどんなかたちであるべきか、そのヒントが渡辺隆夫や

ありえないと私は思っています。では、その「情」とか「思

かというのは、川柳で「情」とか「思い」がなくなることは

五句読みましたが、結局、このような歴史をどう継承する

きさえすればいいんだという考え方を相対化することです。

み方があるんだよということを提示しています。言葉と言葉

す。

二点目はテクストの自立です。作品から作者を引き離すとい

の関係性だけで成立している作品がたくさんあります。た

だ、これが成功しているかどうかは評価の分かれるところです。 兵頭 読者が作者に行くか行かないかということを言われま
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したが、逆に作者の思いを読者に与えるという構造の句は考

改札へ急ぐ

分身に鬼の役目をさせている

佐藤みさ子

示したもの 作(品 を)きちんと読むことが大前提となります。
そこから読者が作者の思いの上に積んでいくものが必ずある

ます。そこで完結しています。読者の読みとしては作者の提

目をさせている」本体は揺るがない。そこに作者自身の「私」

身に」の句は、分身がいるから本体があるわけですね。「役

無残さ、意味の重さを表わしたいと作者は思っている。「分

「私のいる川柳」は作者の意図が分るものですね。陽炎を

草地豊子

はずです。作者の書いたものから逸脱してくる読み、これを

への信頼があるわけです。「改札へ」は、記号だから「私の

△ ○ □

えられないでしょうか。

創造的読みと思っています。この創造的読みは読者の創作で

吉澤 作者の思いというものは作品としてすでに結実してい

す。読者の創作的読みを刺激するのがすぐれた作品だと思い

いない川柳」じゃないかと思われるかもしれませんが、この

前髪を二センチ切っている最中

森茂俊

樋口由紀子

ても、それ以上広がらないというか、広がりすぎるという

を探ろうとしても探らせてくれません。「メロン図」につい

前髪を二センチ切ったというだけです。そこから作者の意図

「前髪を」は作者が何を言いたいのかが分りません。ただ

２３ページのメロン図について

★私のいない川柳

で、私は「作者がいる」というように取りました。

に提示している、読者に無言のうちに言っています。それ

ァーとして機能する。そこに作者の意図がありますよと読者

△○□は「改札へ急ぐ」という語句との関係で人間のメタフ

食べるというのですから、道の上に死体がある。そのことの

ます。
□今という時代の中で
彦坂 先ほどお話した基準で五句を選び、「私のいる川柳」
と「私のいない川柳」に分けました。作者が言葉に信頼を持
ち、自分に確信を持っている、作品は作者の意図を提示でき
ると思って書いていらっしゃるだろうと受け取れる作品を

松本仁

「私のいる川柳」、その逆に作者がよく見えないものを「私
のいない川柳」としました。
★私のいる川柳
陽炎をこんなに食べてこの死体
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か、焦点がありません。二つとも、句の意味は最小であると

戦争の前からずっとムラサキ

飛行機のように電車も突っ込んだ

広瀬ちえみ

渡辺隆夫

橘高薫風

母の味つくるわたしは小汚い「空の会」投句・中学生

兵頭 私は次の五句を選びました。

□ではどっちがいいんだ？

同時に最大で、いまここに書かれていることだけが際立っ
て、作者の意図まで辿りつけない。
なぜこういう表現が意味を持つのかということですが、ド
ゥルーズ＝ガタリにならって言えば「分裂症的」と言いま
す。作者の人格を統覚できないので、いま言ったことだけに

畑 美樹

克服するために古川柳の第三者性に戻るのか、それとも私性

「私」が作者と一体化した制限された「私」であり、それを

「私」が導入されたために主観的なものになってきて、その

鍋ですね。作者の「私」と見せながら擬人化したものだっ

いう題でした。そうして読むとこの「わたし」は使い古した

すごいことを言うなと思ったのですが、この題が「金物」と

です。最初は中学生が「母の味つくるわたしは小汚い」とは

二句目はインターネットの句会で中学生が投句してきた句

では私のシツポを振つてごらんにいれる 中村冨二

『柳多留』

うるかというと、これまでの制度的な表現 こ(う言ったら反
体制になる、こう言ったらイロニーになる、こう言ったら批

霊柩車辻を曲がってから速し

役人の子はにぎにぎをよく覚え

判になる、というような の)蓄積を無効にするという意味が
ある。今という時代の中で出てきた表現として取りました。

こっそりとひっくり返るさくらの木

意味がある。ではなぜ分裂症的な表現がひとつの価値を持ち

小池 私の五句選ですが、私はいま主語を省略した句に興味

を多彩に深めたり発展させたりしていくのかという観点から

を持っています。それから川柳の第三者性が近代個人主義の

次の五句を選びました。

コインロッカーにてのひらを隠す

夜の藻を九官鳥でかいくぐる

畑 美樹

定金冬二

細田洋二

に川柳的な構造があると思います。「私」がいるように書い

ってしまいますが、実は題があると違ったものになる。ここ

かりのない場合は作者や作中主体の人間としての「私」を思

た。これくらい「わたし」という言葉は意味が強くて、手が

二等辺三角形になってみる
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ていながら実は全然いなかったという一例として挙げさせて

のですね。今を見ないで書いているというのは、やはりダメ

は情念にしろ批判にしろ近代的な「私」しか残っていかない

「私」の方がこれからの川柳には大切だと思います。現実の

界にきているように思いますので、作品の中に表れている

樋口 現実の生活者の「私」がいる句というのはそろそろ限

と思います。

います。要は、「私」の超克の仕方、それだけがポイントだ

のかと考えていくと、「私」を抜くことはできないと思って

トだと思います。そのような形でなぜ自分が表現行為をする

思っています。ただ、それを知的にどう濾過するかがポイン

吉澤 「私」の情念・思いを抜きにして川柳は成立しないと

でパネラーの方々から一言ずつお願いします。

「私のいない川柳」のどちらがいいのだ？と。そういう観点

からの質問としてお聞きします。では、「私のいる川柳」

きっかけになればよかったかなと思っております。どうも長

「私」という概念以外のものを提示できて、お考えいただく

含んでおりますが、今回はいままで個々人の持たれていた

もありまして、他にも「私」というのは多義にわたる問題を

うお話が多かったですが、「読者側から見た私」という問題

兵頭 ありがとうございました。「作者側から見た私」とい

うことに一番興味がありますね。

は才能がないと書けないので、私自身は「私性の抹殺」とい

る私」とかおもしろいと思いますが、「キャラクター川柳」

あると思っています。「複数の私」とか「さまざまに拡散す

してほしいです。そのときに「私のいない川柳」に可能性が

域を狭く限定しないで、自由にいろいろな新しい領域を開拓

小池 とにかく表現領域の開拓ですね。川柳にできる表現領

になっていくのではないかと思います。

生活や思いにからめとられるのではなく、言葉はもっとおも

時間ありがとうございました。 拍(手 )

ディスカッションの時間がなくなりましたので、最後に私

いただきました。

しろいし、有効に利用していかないともったいないと思いま
す。
彦坂 作者はいるわけですから、私はどっちも大事だと…
笑(い 作)者をどこに置くかということはありますが、今とい
う状況や表現の場所というものは見ておいてほしい。その上
で、「私」のいる川柳を書いてほしい。今を手放したらあと
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川柳大会
第二部

【ブログ】本多洋子

【指す】

【間】

徳永政二

田中博造

山田ゆみ葉

選

選

選

選

【栓】

選

選

一

石部明

【ゾーン】中川

【侯爵】
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アナタとの間にこぼれている醤油

彦坂美喜子

広瀬ちえみ

久恒邦子

次の間に控えていますねこじゃらし

仏間からイエローカード飛んでくる

圭史

井上一筒

菅野泰行

茂俊

楢崎進弘

選

湊

昨日から今日を鞣したみみず脹れ

山田ゆみ葉

森

天婦羅うどんは間接的に犬である

【間】

一間ほどあれば絵をかく不如帰

宏

辻嬉久子

石田柊馬

…‥あっという間におばあさん
田畑

間を置いて掘ると金貨は消えている

一極という間のとり方

ひっきりなしは全部串カツに

おばさまの間にいればとても大阪

歌を書く水が乾いてゆくあいだ

松永千秋

中山一新

天谷由紀子

一

間の取り方は偶数に聞きなさい

中川
死刑

岩崎千佐子

酒井かがり

いわさき楊子

夜の間は猫町に帰ります

樋口由紀子

揺れたとたん神も仏も落ちている

久保田紺

内田真理子

ゆるキャラがちゃんと隙間をうめている

赤松ますみ

井上一筒

かごめかごめ眉間のしわを撫でられる

大西俊和

二階から真水を捨てる間借り人

飛び込む人にとび上がる人刺さる

間の悪いところにプチプチ詰めている

小野善江

車間距離ホタルはとうに逃げました

菊詰めて動けぬようにする柩

明日此処で廃品になる時空間

田中博造

立ちはだかっている象

クリンチで時々休む間柄

丸山

廃止

姉とへだてる百日紅咲くあいだ

進

句読点入れつつ車間距離保つ

くんじろう

肋三本ばかり抜く

眠りつくまでに悪夢をみっつほど

山田ゆみ葉

吉岡とみえ

羽田野令

朝ぼらけプレパラートに挟まれる

特選

準特選
吉澤久良

広瀬ちえみ

湊

産むための

吉岡とみえ

海峡の闇に火縄の火を落とす

小池正博

幕がなかなか降りません

長編の間に挟む雨の音

迂回路へ次の音符をさがしだす

蟹口和枝

待っている

三秒で全店の壁塗り替えよ

軸

天井に通す一間幅の銀河

胸の谷間から朝を取り出すまで

中山一新

圭史

タイミングぴったり合って猫踊る
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【指す】

田中博造

選

の木につぎつぎ生えるうしろゆび
爪割れて星指し指は役立たず
ご指定の雲は夕方来られます

茂俊

小池正博

井上恵津子
森

くんじろう

松永千秋

番野多賀子

どこを指しても勝手な矢印

どこからが私指差されて生きて
指先は百葉箱に向けたまま

赤松ますみ

妹を指さして言う帰りなさい

小野善江

天谷由紀子

蟹口和枝

中村せつ子

本多洋子

サファリパークで人指し指を盗まれる

葬列はカンナの赤の指すところ

お喋りなカサブランカへ指をさす

指図通りピアノになった花子さん

中山一新

指し棒のずっと先には赤とんぼ

中林典子

黒ずんだ朱肉を指して急かされる

富山やよい
筒井祥文

せんとくん昨日と明日を指している

百人の指鉄砲に囲まれる
葬儀屋の指示を柩の中できく

進

石田柊馬

明

榊

石部

内田真理子

なにを指していたのだろう白い地図

指さすとむっくり起きる油揚げ

辻嬉久子

誰れ彼れを指さしてゆく阿波踊り

丸山

井上しのぶ
兵頭全郎

中の下を指して出ていくお坊さん

彦坂美喜子

るふらんるふらんふらんすを指すらしんばん

入閣の指名拒否した女郎花
注文の多い魚が俎板に
あっち向いてホイで地球は負けました

中川

西を指す人直角に屈折す

小川佳恵

特選

明日を指すはずの散髪屋はどこに

君を指す一個の磁石静かなり

裕

田中博造

野口

徳永政二

陽子

○を指す時計と星の王子様

酒井暁美

一

羽化だけを目指す繭のなかのたいくつ

稲穂シャワシャワ指さす方にガラス店
義

準特選

大西俊和

裕

吉岡とみえ

折れ曲った時計の針の指す未来

谷口

キリストの乳歯を指してるんですか

野口

軸

しっとりと噂吸い取り重い日傘

人を指す指にマスクをしておこう

前田芙巳代

内田真理子

いわさき楊子

日本の隅にかたまるうしろ指
からたち

ゆび指したとたんに周波数かわる
指摘されつづける

ひとさしゆびは枳殻の木でできている
桃には産毛
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コメンテーター氏のブログから鼬

筒井祥文

卵かけごはんですかブログですか

ブログに種蒔き桜咲いた咲いた

井上恵津子

選

樋口由紀子

六時間毎に服用するブログ

本多洋子

広瀬ちえみ

ブログから姿を消した鬼ヤンマ

兵頭全郎

内田真理子

右手前方ご注意くださいブログです
久保田紺

【ブログ】

透明な紐でくくってあるブログ

ブログ読んだ後は消毒してください
ひとり静

ジャガイモの芽が出放題のコメント欄

生ゴミを捨てるブログのドア開けて

徳永政二

石田柊馬

石部

いわさき楊子

岩根彰子

酒井かがり

山岸竜青

ナイフまでざっくり編んであるブログ

鳩が来てブログの隅で水を飲む
未確認飛行物体とぶブログ

明

わたくしのズッキーニわたくしのブログ

プロローグとエピローグの具はブログ

石田柊馬

陽子

明

高橋かづき
石部

コメブクロカミブクロ

バスタブの排水溝にあるブログ

榊

コブクロブログ
ブログからクラゲの群れを削除する

草地豊子

とある日のブログはコンソメスープ味

石田

筒井祥文

高橋かづき

一枚の海に出ようとするブログ

中山一新

ブログのないプリン

臙脂色の人だけ開けていいブログ
谷口

トイレットペーパーでありつづけるブログ

水のないプール
森田律子

準特選

たむらあきこ

富山やよい

しまうまのうまに隠れているブログ
ブログから星座の位置を確かめる
告白のブログなんきんたますだれ

笠嶋恵美子

ブログのなかのさみしい蛸と手をむすぶ
ブログを食ったオオスズメ蜂になった

くんじろう

本多洋子

井上一筒

赤松ますみ

都

ブログからネコが死んだの生まれたの

義

うちのブログにナウマン象が棲みついて

ゴンドラに乗って配っているブログ
特選

井上しのぶ
羽田野令

ねこになるまでの話を書くブログ

楔形文字のヤマネコ式ブログ

唐櫃のなか百鬼ありブログあり

森田律子

ブログ炎上八百屋お七の下駄がある

蟹口和枝
軸

脇腹のくびれを這いあがるブログ

岩崎千佐子

ブログ用パーツとして臓器
過呼吸の波にのまれてゆくブログ
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私は栓です検査きらいです

行田秀生

石田柊馬

田中峰代

選

穴という穴に栓してゆっくりねむる

徳永政二

らくだのことを想っている栓

吟

茂俊

久保田紺

裕

森

くんじろう

筒井祥文

堀本

【栓】

神父さまコルクはすべて抜きました
耳栓の内を流れる大和川

野口

気を付けの栓を探しに行くトイレ
金星は構造的に栓である

水仙はためいきの孔に栓したとか

石田柊馬

風呂の栓みたいな日向ぼっこなり

石部

田中博造

深呼吸したので栓には不合格

明

元栓を閉めることんと息とまる

大西俊和
久保田紺

富山やよい

この国の夾竹桃は消火栓
怒っているんだ栓が飛びそうだ

水道栓きっちり締めてさようなら
ここまでと栓を抜かれる男たち

栓守る地味な仕事をしています

酒井かがり

広瀬ちえみ

栓抜きを見るとイヤダ！と叫ぶ栓

ご臨終ですと犬に栓をする

草地豊子

榊

行田秀生

楢崎進弘

栓抜いてやれば沈んでゆく校舎

特選

お疲れの栓に気安くさわらない

準特選

回したらポロッと取れた秋の栓

井上しのぶ

岩崎千佐子

山田ゆみ葉

松永千秋

いわさき楊子

ひとり静

栓抜きの替わりの者を連れてきた

吉岡とみえ
蟹口和枝

秋空に三人称の栓を抜く

家系図に
中林典子

ラムネの玉と書いてあるやろ

中山一新

うっとりと眺める栓抜きのカタチ

天谷由紀子

宿題を忘れ琵琶湖の栓を抜く

辻嬉久子

栓は只今出張中でございます

ポンポンと栓ははずんで花咲爺さん

樋口由紀子

家中の栓が見つめる赤ん坊

能登和子

栓抜きを持ってキリンを追いかける

３時間ごとにふさがる乳房の栓

匿名は元栓になるはずがない

富山やよい

栓抜きと缶切り持って家出中

だれかきて誰か来てよと叫ぶ栓

栓ぬいてポンと月夜に踊り出る

陽子

抜いた後の栓で遊んでください

どういうわけか栓をぎょうさんくれはった 徳永政二

彦坂美喜子

軸

栓抜きの形に身体がぬれている

70

中川一

選

ストライクゾーンに飛んでくるナイフ

久保田紺

湊

都

圭史

山田ゆみ葉

石田

沼尾美智子

楢崎進弘

久恒邦子

内田真理子

ぴかぴかのゾーンに名刺置いてくる

【ゾーン】

ゾーンですか

広瀬ちえみ

富山やよい

アカシアの丘をくだれば屠殺場

井上恵津子

草が生い茂るゾーンのおとむらい
街は曇天セーフティゾーンです

階段の手摺りを持っているゾーン

いいえゴーヤチャンプルです

お歯黒に染めた小鳥のいるゾーン

パソコンを開けばまるでマンハッタン

国方艶子

天国じゃないなんて

吉岡とみえ

どこにいるのよ
やわらかなゾーンに迫る沙羅双樹

なぞってはいけない天花粉ゾーン

羽田野令

背泳ぎのひとを下から呼んでみる

草地豊子

くんじろう

ストライクゾーンを外す小さな工具

森田律子

前田芙巳代

味ぽんをかけて亜細亜を持ち上げる

小川佳恵

ダヴィンチのゾーン法定速度内

本多洋子

焼き松茸消防署からは死角

吉澤久良

スクールゾーン記憶に穴があいている

彦坂美喜子

ぐにゃりぐにゃりとストライクゾーン

徳永政二

圏外の大ひまわりは引っこ抜く

ミステリーゾーンに見渡す限り繭

茶坊主をゼブラゾーンで見失う

蓮咲いてわが陣営の謀叛人

セーフティゾーンに身投げ石がある

神さまの舌がひらひらするゾーン

小池正博

増田えんじぇる
富山やよい

陽子

いわさき楊子

準特選
一族の大根畑で起立する
特選

領土から外れる蝶を本に刺す

麦畑からはみだしている左足
軸

中川

一

森田律子

酒井暁美

榊

家主

松永千秋
明

樋口由紀子
石部

たむらあきこ
石田柊馬

沼尾美智子
中山一新

デリケートゾーンに青い玉結び

音響のまん中だから夢を見る
境界線はピンク色です

次の世までここはくらげというゾーン
物売りの声が聞えるゼブラゾーン
鳥は自由にとぶ鳥かごというゾーン
わたくしのゾーンに泡だけが届く
圧倒されましたひまわりの連立
ゴーギャンのゾーンはかなり痒くなる
ストライクゾーンへ「君が代」投げてくる
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【侯爵】

石部明

選

袋縫いしておく侯爵の枕
お世継の侯爵ねむる貸金庫

久恒邦子

赤松ますみ

風車から侯爵の首こぼれ出る

かなかなの一族であるサド夫人

侯爵の耳だれ巫女のおいちょかぶ

侯爵かどうかクレーン車で吊り下げる

兵頭全郎

田畑

ひとり静

井上一筒

中林典子

宏

馬車止めて侯爵夫人の幅をはかる

侯爵は空中ブランコから降りず

羽田野令

久恒邦子

準特選

侯爵の一人は完璧な蛸だ

声色は侯爵百合の茎を折る
内田真理子

特選

侯爵が走る油揚げついてゆく

魚族になる侯爵の落とし胤
軸

石部

明

井上しのぶ

吉岡とみえ

石田柊馬

樋口由紀子

小池正博

井上恵津子

徳永政二

本多洋子

吉澤久良

侯爵を齧りつづけている金歯

広瀬ちえみ

田中博造

曼珠沙華サド侯爵を空葬す

侯爵は詩人で蝶を殺めたり

岩根彰子

富山やよい

井上しのぶ

侯爵は確かめないで靴をはく
競り落とすサド侯爵の右手首

侯爵さま靴のなかに足をお忘れ
侯爵は知らぬ家臣の声がわり

増田えんじぇる

侯爵は顎をはずしてから眠る

侯爵家火を噴く石の話など
進

井上恵津子
丸山

侯爵を傍線で消す住民課
セックスの欄に侯爵と記入する

ムササビになった侯爵家の二男

侯爵の庭の動かぬ亀の首
草地豊子

侯爵の虫歯が痛む地上戦

天谷由紀子
大西俊和

侯爵の口に合わせるラムネ瓶

田中博造
前田芙巳代

侯爵をゴシゴシ洗う橋の下
侯爵の蛇のタトゥーは夜に這う

こわいろ

侯爵に七万円を貸したまま
侯爵の夢にはびこるひつじぐさ

一

侯爵も百匹ばかり産んどくか

ドクダミの匂いのあとは偽侯爵

中山一新
山田ゆみ葉

マエダコウシャクの孫の曾孫の毛虫かな
侯爵のすでに終わった繁殖期

中川

高橋かづき

楢崎進弘
羊羹は虎屋

桃食えば侯爵夫人子を成さず
侯爵の口癖

鷹の眼や言葉狩る野の侯爵さ
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第三回ＢＳおかやま川柳大会
◇日時

2010年４月10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

◇第一部

「石部明を三枚おろし」
石部明 小池正博

樋口由紀子

◇第二部
川柳大会（各題２句）
「タオル」

くんじろう（大阪）選

「探す」

前田一石（岡山）選

「詰める」

平賀胤壽（滋賀）選

「鳥」

「鉛」

「もっと」
＊

松永千秋（福岡）選

井上せい子（愛媛）

選

佐藤文香（愛媛） 石田柊馬（京都）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

事務局

73

バックストローク

〒709-0421 岡山県和気郡和気町日室519-12
バックストローク発行所 石部明
℡ 0869-93-3231 fax 0869-92-0768
mail akuru7005@yahoo.co.jp

バックナンバーのご案内
創刊号

一冊500円で頒布いたします。お問合せください
。

◇評論「隣は何をする人ぞ」渡辺隆夫 ◇評論「カタチを読む」広瀬ちえみ
◇評論「私が見ている川柳の今ー定型とは何か 短さとは何か」 堀本吟
◇書評「究極のアンビバレンス」 樋口由紀子
◇現代川柳私見「社会性にかえて」松本仁 ◇創刊号を読む
樋口由紀子

２号◇渡辺隆夫句集『亀れおん』を読む

中西ひろ美

◇「最近読んだ句集から」矢島玖美子
３号◇「川柳の海へ」小池正博
◇「南無アイデンティティ」佐古良雄 ◇石田柊馬句集『ポテトサラダ』を読む

樋口由紀子

◇それぞれの「潜在的意欲」−ルーツに高速されない逆説的ジャンル論のために 浅沼璞
４号 ◇犬に寝技をかけられますか 筒井祥文 ◇バックストロークinきょうと全記録
「バックストローク」この一年を回顧する 石部明 堺利彦
５号◇座談会
◇現在の表現を探る・悪意が悪意として通じない時代に 彦坂美喜子
◇センリュウ国訪問記

樋口由紀子

石原深了

６号◇評論「川柳レジスタンス−季語を使わぬことの意味−」松岡瑞枝
◇評論「小池さんの句」野口裕（俳人）

７号◇シリーズ戦後川柳の軌跡を辿る①-墨作二郎に聞く ８号◇シリーズ戦後川柳の軌跡を辿る②-墨作二郎に聞く -

◇評論「季語レジスタンス」-そんなに無季にならずとも-上野遊馬

９号◇評論「うた詠み、川柳にはまる」川田一路(短歌結社「塔」所属)
◇評論「触媒としての柊馬川柳」細見晴一 ◇評論「わたしの川柳の<私>の思い 楢崎進弘
１０号
◇句誌日和-俳誌「翔臨」を読む
樋口由紀子 ◇バックストロークin 東京全記録
１１号
◇評論 「汝、非情の河をひとり渉りて…」酒巻英一郎
１２号
◇新シリーズ現代川柳の切り口「私」探しと「言葉」探し
１３号
「バッストローク」の三年間 小池正博／バックストロークで漂う世界 飯田良祐
短歌の私/川柳の私
世界を開く 大橋麻衣子／川柳における「私」と「私性」 古俣麻子
◇新シリーズ現代川柳の切り口③「日常の窪み」金築雨学／「人称へのこだわり」渡辺隆夫
１５号

１４号◇特集現代川柳の切り口②

◇特集現代川柳の切り口④川柳の読み
１６号
椙元紋太を読む 筒井祥文 ／大西泰世を読む

畑美樹

◇特集現代川柳の切り口⑤短詩型文芸の情ー80年代以降
１７号
短歌の情況

交換可能な「私」へ

彦坂美喜子／

川柳の情況

◇特集現代川柳の切り口⑥若手川柳人のブログから
１８号
ぜんろうつれづれBlog

兵頭全郎

／おしゃべりな風

◇特集現代川柳の切り口⑦川柳の読み
１９号

近代超克

堺利彦

山田ゆみ葉

三太郎の詩性川柳 石部明 ／可奈子の領域 清水かおり ◇バックストロークin仙台全記録

２０号◇特集現代川柳の切り口⑧詩のことば/川柳のことば
越境の詩学ー詩・俳句

大橋愛由等

◇小特集ー川柳と物語性
２１号
妄想の「はんざき」

広瀬ちえみ

／川柳のことば

／

樋口由紀子

川柳の物語性について

古谷恭一

２２号◇小特集ー時をかける書評
木村半文銭『川柳作法』を読む 吉澤久良／河野春三『現代川柳への理解』を読む 兵頭全郎

２３号◇小特集 往復書簡「夏に発表する冬の手紙」松永千秋・小池正博 ◇第一回ＢＳおかやま大会全記録
２４号◇小特集ー女性川柳の可能性
女性性を越えてー飯尾マサ子と「魚」一戸涼子

／ウオミタカコのにぎやかな街

江口ちかる

２５号◇バックストロークの現在地 「七年目の海へ」 小池正博
２６号◇小特集ーブラックユーモアについて 白化するユーモア 渡辺隆夫／ブラック ? 石原ユキオ
２７号◇小特集ー石田柊馬をやっつけろ ― チンピラははにかみ屋 広瀬ちえみ／柊と馬 清水かおり
一青年

畑美樹／腰痛肩こり石田柊馬

２８号◇小特集ーうたの起源／川柳の起源
うたの起源

樋口由紀子

羽田野令／はじめに前句があった

◇第二回ＢＳおかやま大会全記録

小池正博
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投句先 〒604-8804 京都市中京区壬生坊城町48-3公団第二団地3-510 石田柊馬宛

清水かおり選

（編集部で取りまとめ、選者に届けます）

畑美樹宛

長野県伊那市美篶1240

自選７句

wind-notes

石部明選

雑詠８句

後 記

▼また︑新しい始まりを迎えた︒

▼早いもので︑バックストロークも

冊を重ねる︒バ

大阪の臨場感を味

して交感は︑また新鮮な収穫がある︒春の岡山で︑ま

で三回目となる︒誌上でだけでなく︑ナマの交歓︑そ

▼春の恒例となったＢＳおかやま川柳大会も︑この春

句会は楽しい︒

作品からも︑その空気の一端を感じることができた︒

れての味わいがある︒しかし︑誌上ではじめて出会う

はりその場にいてこその空気感があり︑それも加味さ

とても不思議な新鮮さを覚えた︒句会というのは︑や

▼ 大 阪 で の 川 柳 大 会 記 録 を ︑ 今 号 の 誌 上 で 読 み な が ら︑

わせなかった人も︑楽しんでいただけると思う︒

く︑底なしのテーマ︒この場に居合わせた人も︑居合

わうことができた︒川柳における﹁私﹂は︑おもしろ

れど︑今号で︑バックストローク

▼私は残念ながらその場に居ることはできなかったけ

ありがたく︑また︑継続は力︱と改めて思う︒

た く さ ん の 人 の 泳 ぎ の 中 に ︑ 私 も い た の だ ︑ と 思 う と︑

いたら︑心地よい緊張感にまた包まれた︒こんなにも

ックナンバーを整理しながら︑この歩みを振り返って

29

in

た新たな始まりを感じたいと思う︒︵美樹︶
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同人雑詠

投句先 〒709-0421 岡山県和気郡和気町日室519-12

課題吟「ふわり」 ３句
投句先 〒396-0111

句
投

石部明宛

aqua-notes

2月25日締切
2010年

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

・課題吟への投句は、はがきでお願いします。句と同じ面にお名前をお書きください。
・掲載は依頼原稿のみとさせていただきます。ご了承ください。

また、一字空けの場合は□（空き）を書き込むなど判別しやすいようご協力ください。
・会員への参加希望の方は、編集部までご一報ください。お待ちしています。

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

次号予告

●新・現代川柳の切り口
「ゼロ世代における川柳表現」
小池正博
ほか

http ://8418.teac up.c om/ a kuru/ bbs
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