問診がすんで控えの間に上がる

大橋一弘

井上しのぶ

写真

今号は「第三回ＢＳおかやま川柳大会」の発表号であ
る。ＢＳ作品はむずかしいとかわからないとかいわれる
のと同様に、ＢＳの大会も近寄りがたいと思われている
節がある。もちろん、そんなことはなく、参加していた
だいたらわかるはずである。こちらは地道に会を積み重
ねていくしかない。会の直後にブログでいくつかの感想
をいただいた。「いつもながら、名古屋の東山動物園よ
り面白い」「ＢＳ錠は飲みだすと止められなくなるかも
しれません。噛まないで丸飲みしたほうがいいかも」（丸
山進「あほうどり」）。「噂に違わず刺激的な句会だっ
た。本わさび、黒七味、コチュジャン、柚子胡椒・・・
これでもかと出てくる」（八上桐子「くらげのあぶく」）
「解らない句もありましたが、こんな句？と首をかしげ
る句は一句もなかった」との感想ももらった。第四回も
来年の四月に岡山で開催する。
第三回はくんじろう・松永千秋・井上せい子・前田一
石・平賀胤壽の酸いも甘いもわかるベテランが選者の任
についた。そして、共選は川柳歴五十年、川柳界の長老
になりつつある石田柊馬と、佐藤文香は昭和六十年生ま
れの俳句歴がまだ十年に満たないが、雑誌「サライ」で
金子兜太・小沢昭一と鼎談や、ＢＳ（衛星第二テレビ）
の「俳句王国ビギナーズ」でインタビュアーも務める、

31
号

樋口

由紀子

今売り出し中のもっとも元気のある俳人。どちらにも抜
けた（入選した）句はたった九句、これは共選の快挙で
ある。これは単に川柳人と俳人の相違だけではないよう
な気がする。選と選評をじっくりと読んでいただきたい。
角川の「俳句」六月号は「若手俳人の季語意識―季語
の恩寵と呪縛」という特集が組まれていて、久しぶりに
購入した。同じ五七五定型の俳句の何がわからないか、
なぜ読めないか、それは私にとってはやはり「季語」で
ひっかかってしまう。季語の扱いが理解できないのだ。
なぜ、そこに季語を置くのか、使われるのかが不思議で
しかたない。座談会では自選二十句をもとにそれぞれが
実作者としての独自の季語観を語っていて、おもしろか
った。
鴇田 写生をやる人たちは、季語がもつ窮屈さか
ら抜け出て、外の世界とかかわりながら呼吸でき
るところがある。
関 そういう世界観を句の大群の中から築き上げ
ている人の句は、読んだときに季語の有無はわり
とどうでもいいようなところがある。
教えられることも多かった。こんな座談会をＢＳおか
やまでも出来るようになればいいのだが。
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きゅういち
水無月の第二連隊チンドン屋
匍匐する石臼挽きの聴診器
軍馬これ蝿の揉み手にとろりかな
南進はそもそも軽い水の葬
身悶えるうなぎに近き慰安をば
玉座周りにマンモスのカキ氷
満蒙に絵日傘の兵紙の馬

清水 かおり

茨木

土佐

雨降り続く合法のオイディプス
金物尽きぬ鳥の巣は具体的
眠りたりないと擬卵を売りさばく
欠如だった青その真下にひらく街
台のうえ涼しい両目が垂れてくる
不揃いが芽吹き精緻に狂うひと
いささかも損なわず飛ぶおにやんま

井上 しのぶ

問診がすんで控えの間に上がる
まん丸の声だ裏ごしされた絵だ
球根を置いては笛を遠くから
人参はマウスの前にぶら下がる
ムヒ塗って始める平行四辺形
窓枠の中で光っている葉っぱ
カレンダーめくるマイワシの大群

山田 ゆみ葉

救急車小さき兄の浮かぶ風呂
濁った目が見据える僕の後ろのぼく
警鐘は一升瓶を取り囲む
給食のない日曜鼻を黙らせる
植え込みで待つ先生のサーチライト
おとうとを匿う朽ちた雨戸かな
血溜まりの僕を迎える救急車

大阪

京都

6

小池 正博
鋳型から這い出す草も天皇も
第五惑星こんなにあった仲介者
協定は黒子の数で決めておく
塔に籠って紙ヒコーキ主義である
ぼたもちをこねる恐怖の大天使
隼人舞まぐれ当たりの吹き矢でしょ
ミツマタが紙になるとき悪罵

樋口 由紀子

姫路

大阪

額から頬のあたりは四月馬鹿
明日あなたに一匹あげる熱帯魚
両の手に重さの違う箸があり
諸事情を栗きんとんから取り出して
感情的にちょっと傾く木造アパート
それならば耳のうしろを洗いなさい
夏めくや平家一門居座って

筒井 祥文

憲法や舌なめずりという言葉
うせものや伊勢神宮にいせの雨
軍服の抽斗緩むにせの雨
花飾られし軍刀は折れるかな
春の夜のかりんとうなり国家なり
人類の寝顔かそけき春の草
憲法の漢方薬の袖しぐれ

渡辺 隆夫

京都

神奈川

弱者とはむかし朝鮮いま沖縄
薩摩藩やがて弱者となるかもよ
太宰府に防衛省が天下る
九州は大和を守るためにある
長州も砲台復活せよ急げ
赤字空港じゃんじゃん作れ基地となれ
弓形の不沈空母がありまして
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松本 仁
思惟で血を絞って見せよ蛇ならば
新しい地獄を捜す影法師
閻魔より笑いころげて落ちてゆく
夜の虹男の首を落としてゆく
泥流がはや血管へ流れ込む
まぼろしの腕と思う霧の尾根
同行の二人はすでに炎上す

横澤 あや子
対岸もただしい笑いの関係者
つきあたりに正五角形の親子丼
みなさまの孤島本日もでんでん太鼓
西国に生まれる花もざこ寝する
ちょうどいいダム湖に降りる耳と鼻
ひるすぎの贋金づくりは牧歌的
できたての大腿筋から帰る

京都

八戸

丸山 進

完熟の西瓜の中はジャズだらけ
父母が影響受けたカタツムリ
解体を待ってる中野さん一家
アカシアの枕詞を入れ替える
ユニクロの何故を圧力鍋で煮る
バベル語で話す猫背の少女たち
監獄の真上に機械的な月

柴田 夕起子

瀬戸

岡山

助産師は暇蚕を飼っている
自転車の乗り方で無職だとわかる
面倒臭いものから順にミキサーに
癌病棟チキンラーメンすする音
手をかざすはみ出さないよう起きないよう
小人の国の惨劇はごまサイズ
悲鳴を上げてイカの天プラが揚がる
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湊 圭史
１ｃｈは泣き声２ｃｈは泣き真似
零戦うら返しへそに溜まった水
憐れみをポットの中に生みつける
翅を抜く二人の子ども飼育する
号泣の空っぽの檻に咲くキリスト
教壇で真っ赤な紐を噛んでいる
お銚子に抱き締めあって壊れる鶴

吉澤 久良
童女点滅はるかに孕む水の色
老女剃髪かるがる影絵となり海へ
桜闇牛頭の人鈴を提げ
円天井天使の嘴「顔を脱げ」
るりかけす水の呪文を告げにくる
石庭の真空しじま絵師老いる
あかがね
銅の野を渡り来て夜叉茫茫

京都

京都

兵頭 全郎

水面から宝の山を巻く荒縄
干涸びたから一片の金のふり
稲穂から良からぬ話もちかける
弛みから逆らい方の按分率
絡み合う雨を見逃しあったから
貰ったからってハイカラになる翼
上からの計らいにない骨密度

江口 ちかる

お隣は妖怪ハンターという噂
お買い上げごとにもれなく人魚かな
鳥居型てふてふ鋏型てふてふ
痛いところが箱になってゆく
四肢くくられて蟹になれるか
台座に乗って大仏飛んで来る
湯煎してやわらかく剥く枯野かな

高槻

東京

9

草地 豊子
水玉とハート 迷っているおから
地球儀をぐるぐる回してみるおから
母性本能くすぐってみるおから
抑止力は部分鬘なりおから
かりゆしになったでしょおから
人参と牛蒡がのさばっているおから
うのはなくたし新聞は新聞紙

重森 恒雄
髪梳きながら一塊の沼の色
ここはまだこの世の際のパラダイス
トンネルの案内をする猫言葉
泣いている子を揺す振った日の光
手後れのここから向こう全部海
皿二枚意外に速い夜の河
持ち合わす影の残りも一二枚

津山

彦根

高橋

蘭

北海道

北海道

夢まくら請求書には但し書き
夕暮れの建て付け怖じるものはない
追い込みで飼う寂しげな羊たち
かち割ったかぼちゃは馬鹿殿にござる
血管をゆらして笹舟を流す
疵口に塩ぞんぶんに畏まる
屈葬にあわせて関節をはずす

一戸 涼子

花冷えという息切れの演奏者
ステージに全体重の三世代
蝶番健全でしょう発声法
うつらうつらと北口にいる銅像
つんつんと南口には大理石
シンバルが鳴って臨月思い出す
カーテンコール青菜と魚ゆれている
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前田 ひろえ
玉野

玉野

春の線ビブラート加えて出来上がる
並んでる私の前に切り取り線
破線つづく緊急事態発令中
神様の領域縄で縛っておく
点と点つないで家族になっていく
白線をたどっていくと決めている
折り畳んでしまえば影も線も消える

前田 一石

考えごとしている間野に沈む
安心感はきっと空洞だと思う
夕焼けに溶ける父の勇気だね
靴脱ぎすててからの続きを考える
裸婦像のさむさ生活臭がない
生きるとは死ぬとは終日降ってくる言葉
てのひらで今は待てよというゲバラ

北沢 瞳

人を食らう鰐は美し粥の沼
除湿機と加湿機つけて作動する
血の付いた手に胴上げされている
和解したバケツの落せない汚れ
大広場の画面に腐ってきた過程
ラフマニノフのピアノの上で葱きざむ
情事から戻る牡丹の襖絵に

浪越 靖政

枚方

北海道

この家は二酸化炭素でできている
清く正しく非常階段らしく
みんな出て行ってしまった備前焼
くるくると鮃の縁側うなぎの寝床
スナックバーで時々出会う深海魚
トンネルの出口で待ってたおばあさん
地下二階三階…エレベーターが止まらない
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井上 せい子
炎上の城目覚ましが鳴っている
三日月藻そうねの串が売り切れる
重ね着がはやる不完全な空
なりゆきも必然ばらの首しめる
Ｋ音の花感染が止まらない
緑で緑を洗うハローワーク
ずるいずるいと裏までつる草

田中 博造

松山

京都

少年に還ろう風の樹を抜けて
散髪屋にバリカンがあった夕方
靴下の毛玉を取って旅終る
知らない猫が立ち止まる梅雨の陽だまり
揺り椅子で眠る昨日を揺りながら
猫の臭いも草の匂いも生きている
一回も啼かない鴉を見続ける

田中 峰代

捨てる袋捨てない袋積みあげる
この山のどこでわたしを捨てようか
てのひらを通りすぎる立夏
割算の余りで今日を生きのびる
おとうとの穴を修理に出している
約束は忘れたことにする背中
運命論魚のはらわた取りながら

石田 柊馬

京都

京都

猛犬も首輪も死んで夏至の町
アオスジアゲハなら長谷川伸だ
そうだろうブリキだろうという端役
青い星が通っていく鼻の穴
灰塵に帰すてふ区役所のトイレ
海軍式敬礼を這う初夏の蔦
逢うことの絶えて久しきポッペン
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松永 千秋
福岡

大阪

延々続く八月のナレーション
沈黙は会話のつづき 一房の葡萄
羽根はどうした 父の大きな声がする
葦原を揺らし父がゆく母がゆく
死者になる儀式の前の歌合
これでいいコトリと白いのどぼとけ
善人が集まり穴を掘る作業

くんじろう
弟を魚に変えた衣替え
一対の烏賊を吊るして半ズボン
寝返りを打つ鯖缶はあと一つ
停電の夜の踝に青蛙
指腐るまで白玉を追い続け
太腿を這う半分の蝸牛
二階には花火を真似る膝小僧

松原 典子

岡山

伊那

真夜中の柱際立つ影を持つ
一代限りの手と足なのに伸びる爪
振ってみることを未練を言われるか
取るものもとり敢えず包囲される島
その日まで踊り疲れることにする
一票は自分のためにとっておく
猫でさえ駆けつけてくる枕元

畑 美樹

であうならちいさく折れているところ
セイロンの都に落ちてゆく背中
眷属のうしろ姿の走り雨
ガンジスの泡を包んで食べている
均等に植えられているのどぼとけ
薄墨のほうにてのひら傾ける
みずいろをぎゅうぎゅう詰める左胸
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石部 明
岡山

どこまでが銀河系やら鼻梁やら
遠い港が息あるものをかき混ぜる
液状に滲みはじめる死後のオルガン
昼の鏡に亀裂はじまる布団敷く
魚の鰭かすかに動いている空家
見開いたままの瞼を閉じる鳥
球形の夜空に身体入れてみる

14

アクア・ノーツを読む

個人の句語、時代の句語

具体的であろうとする措辞であり、これが過去と現在を重ね

る手法になっている。何度も映画やテレビドラマで描かれた

共感性の濃い主題を、きゅういちは市民社会の中の川柳とい

はない、でも現実を受け入れているとの心情「擬卵」。個人

清水かおり

きゅういち

と社会は様々に否定し合い、認め合う永劫循環をつづける。

眠りたりないと擬卵を売りさばく

う位置へ並べようとした。

同

柊馬

水無月の第二連隊チンドン屋
同

この世は眠いところ、本物のないところであると、個と衆

石田

軍馬これ蝿の揉み手にとろりかな
同

同

南進はそもそも軽い水の葬
同

欠如だった青その真下にひらく街

身悶えるうなぎに近き慰安をば

ンドン屋」「蝿の揉み手」「身悶えるうなぎ」「絵日傘の兵

様々な切り口があり、思考レベルが句語に現われるが、「チ

の愚かさをぶち込んでおきたいのだ。このような主題には、

化した。つまり、いま現在の市民生活の中に、かつての戦争

るが、きゅういちは、その愚かさと人間性を、五七五で一般

が、戦争を起した連中の愚かさを思ったとの話は知られてい

ろうとも、表出意欲の迫力が感じられる。戦中の司馬遼太郎

るきゅういちの思いが、共感性から離れたドグマの開陳に終

いという思いが句語を引き寄せて、一気に吐き出された。漲

終戦から六十五年、作者の、いつかどこかで書いておきた

思わせる。多くの言葉をもって散文にすれば書ける主題を、

らく街」という極めて散文的な叙法が、作者の認識の順路を

き方は今号も同じで、「欠如だった」「青」「その真下にひ

つまり言葉で認識されたときに、句が成るのだろう。この書

ての知覚が、情実と混ざり合って清水の認識となったとき、

くさせる。清水の句のナンカイさがここにある。現実につい

頼、信頼することで成る生の手応えへの強い希求が句語を厚

への執着がある。なんとかなるはずだという、人間への信

て実現されることのないロマンチシズムの抽象的表象、「青」

川柳に現われた句語で書けるが、清水には、望むべき、そし

「眠りたりない」「擬卵を売りさばく」。望むべき状態で

満蒙に絵日傘の兵紙の馬

集( の)否定し難い関係を感じさせる七句である。しかしこれ
だけなら、現在の川柳の一般的な主題の表現であり、従前の

紙の馬」などの句語は、観念をできるかぎり市民化しよう、

15

強いちからで収斂するところに、清水の抒情と意味性の開示

辺形」「マイワシの大群」とあり、今も過去も、具体性を感

句語が喩で「控えの間に上がる」「笛を遠くから」「平行四

じさせるものではない。この書き方は、私川柳全盛期に大流

えの間」を、まったき個人の心性の表出と捉えると、俄然、

清水かおり

「カレンダー」の句が存在感を帯びて二つの、逆方向の読み

雨降り続く合法のオイディプス

がある。

先の句の「欠如だった青」とともに、「雨降り続く」「金

がもたらされる。「マイワシの大群」という句語が最高最大

行して、私川柳の作者の多勢を、当らず触らずの自己開示の

物尽きぬ」「おにやんま」など、現実状況の認識の虚構化だ

の感動的な憧れのイメージとして在り、出合う日を思い描く

袋小路に追いやった。私川柳の読みに則って、「問診」「控

が、「だった」「降り続く」「尽きぬ」などの過去からの時

「カレンダー」と読めるが、一方では、現実世界では生き生

同

間と「おにやんま」の像の想起などに、清水がいままで含め

きした「マイワシの大群」が、その生命力によって「カレン

同

ることのなかった、過去から今への個人的な時間が感じられ

ダーをめくる」けれども、作中主体はそれから外れたところ

金物尽きぬ鳥の巣は具体的

る。過ぎた時間のなかでの現実との葛藤、堆積が、無意識的

に居るとも読める。そして

いささかも損なわず飛ぶおにやんま

に現われたらしい。人間も世界も変わらないのではないか！

井上しのぶ

同

井上しのぶ

じさせるのだ。むろん「窓枠」「中」「葉っぱ」などは、過

に、「マイワシの大群」と同様の秘められた意味があると感

というなにげない描写の、その一点が「光っている」こと

窓枠の中で光っている葉っぱ

との意識に、実存的な思いが重なっているのではないか。い
ま、現代川柳でもっとも硬派にあると感じさせる清水の句語
問診がすんで控えの間に上がる

去の時間を帯び、今後を思い巡らせる。通常の写生であれ

に、個人的な過去形が忍び寄っていると感じられる。
球根を置いては笛を遠くから

ば、「中」は「窓枠」という句語に負わす書き方になるが、

井上は「窓枠の中で」と表出することで生の道程の中の現在

同

を示すとともに、現実の中の一つの特殊な場所、虚構の「光

同

今号から同人に参加。「すんで」「置いて」「ムヒ塗って

ムヒ塗って始める平行四辺形

始める」「カレンダーめくる」の句語は、過ぎた時間をへて

っている葉っぱ」としている。私川柳は、風穴が開かなかっ

カレンダーめくるマイワシの大群

の、いまの現実という感じがある。しかし、その現実を示す
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草』ではじめて《他者》を、私性とともに書いたとされてい

けではない。すでに常識的にすらなっているが、漱石は『道

たところが限界だったが、これを切り開く方途がなかったわ

情から見る世界 人(間 観)が短篇小説のプロットのように書か

げない現実の表現が、一句を部厚くさせており、七句とも、

あることへの感慨となっている。「浮かぶ風呂」というなに

山田ゆみ葉

れている。

血溜まりの僕を迎える救急車

る。九十年以上も前に示された《他者》を、私川柳に拠った
人達は見送った。《他者》を書くことは今も昔も、川柳のオ
山田ゆみ葉

「兄」実は「僕」の生きている現実世界を書いている。

が、七句の句語は、ナルシシズム的な私性化を退けて生硬、

私川柳の盛んだった頃の、激しい喩の表出を思い出させる

救急車小さき兄の浮かぶ風呂
同

ハコであるのだが。

同

のの中に師走の救急車」 青(楊 な)どの情景だけの表現を超え
た位相で書かれている。もちろん家庭や肉親への情愛が書か

例えば「救急車うちの子供はうちに居る」 鞍(馬 、)「走るも

「小さき兄の浮かぶ風呂」と、答えているのだ。この句は、

川柳らしい叙法に馴染んできた。つまり「救急車」と問い、

が、意味のしっかりした発想から一句を得る山田の書き方が

じめたようだ。川柳らしさへの慣れを問題にする必要はない

る。それがようやく、川柳性、一章問答の書き方に融合しは

のを指している――とある。山田の川柳の根底は〔情〕であ

は附け句独立の基本理念であり、構造としての川柳性そのも

『川柳総合大事典』（第三巻 用語編）に―「一章問答」

協定は黒子の数で決めておく

第五惑星こんなにあった仲介者

させるほど、共感性がつよい。

同

同

小池正博

るい空気が漂い、中村冨二のスタンスのゼロ年代版かと感じ

残滓として、時代の一部、生の一部と認めようとするかの明

七句はカラッと明るい。世界の有りようや、近代化の残滓は

昔」の『熊谷陣屋』を思い出させたりするが、今号、小池の

の美しさは若武者を彷彿させ、瞬間的にだが「十六年は一

識を持て余すことになる。とりわけ、育って行く途中の三椏

ば、「悪罵」は発語者へブーメランのように還って、実存意

いだろう、ミツマタにはミツマタの生があるはずだ」と言え

「恥ずかしくないのか。紙になるために生まれたのではな

小池正博

濁った目が見据える僕の後ろのぼく

れているのだが、弟か妹のいる「小さき」裸身の「兄」を思

ぼたもちをこねる恐怖の大天使

ミツマタが紙になるとき悪罵

おとうとを匿う朽ちた雨戸かな

わせることで、やがて、社会との関係性を負って生きる者で
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させる。小池は、いま、何が通じ合うか、を考えているのか

て、糞虫ひかる 自省かな 「｣聖女は風景で、退屈な白糸で
す」「神が売る安きてんぷら子と買いし」などの味を思い出

現実の切り取り方に一工夫あったのか、冨二の「土出で

でもある。樋口は、川柳が好きなのだ。好きでなければ、今

解を具えており、あるいは、言語の存在に興味深々の川柳人

が、川柳は意味を書く文芸だとしている樋口は、詩性への理

る。また一つ樋口の代表作が増えたのだが、とにかく、なん

額から顎のあたりは四月馬鹿
同

樋口由紀子

柳である。つまり、樋口の言葉で言えば「川柳はコトを書

って」。所ゆきらの自在さが思い出されて、胸の熱くなる川

号のような自在な川柳は書けない。「夏めくや平家一門居座

と川柳人であることよと感心する。やぼな付け加えになる

もしれない。
諸事情を栗きんとんから取り出して
同

筒井祥文

く」一句である。

感情的にちょっと傾く木造アパート

同

川柳性への樋口の考究は孤独である。いや、横に並ぶこと

憲法や舌なめずりという言葉

筒井祥文

憲法の漢方薬の袖しぐれ

花飾られし軍刀は折れるかな

この二句を両端にして、あいだに

同

ができないほど実作で多岐に渡り、それが毎号、実にめざま
の七句の、あまり目立たない、アクのない、意表のここちよ

同

しくて、川柳系宇宙を経巡る探査機の孤独を思わせる。今号
さは、一読して、これは川柳の外側で書けるものではないと

春の夜のかりんとうなり国家なり

などが置かれている。国家、その憲法についての「春の夜の

人類の寝顔かそけき春の草

かりんとう」「人類の寝顔かそけき」との感慨があり「春の

舌を巻かせる。つかず離れずの句語の関係をこのように書け
があり、これがブレないからである。七句のどれも、川柳的

るのは、樋口の川柳観の芯に、意味を書く文芸としての自覚
な意表の感と現実感が充分にある。しかも、只今現在の人間

草」とある。「春の草」は〝民草〟と呼ばれ、言わされて〝

り」「かりんとう」の句語が、人間は国家と律法で生の保証

わせつつこの国の目前の諸相を浮き上がらせる。「舌なめず

大君の醜の御楯と出立っ〟た、発たされた！我々の父祖を思

の、タイムトンネルを書くなど、現在と過去の自由な行き来

樋口由紀子

を実感として書いている。七句全部、見てくださいという意

を謳う存在だと思わせる上手な表現。つまり七句の句語がパ

夏めくや平家一門居座って

に内在する

識の外でさらっと書かれているところに樋口の真骨頂があ
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を送る個々人の実存性が書けるかという問題である。戦後の

位置が現われる。書こうとする川柳に、日常性や世俗性に生

リックな存在に川柳的な視線が当るとき、作者に二つの立ち

ろん、いつもの筒井の川柳にある《もののあはれ》と、パブ

として、パブリックな位置での発語と感じさせている。もち

だ感があり、日常性や世俗性を含みながらもそれを「人類」

しの先」 セ(レクション柳人『筒井祥文集』 を)書いている
が、今号の筒井はちょっと、良祐の想いから逸れて書き急い

ブリックな存在と個人の生を兼ねているのだ。しかし、パブ

文学状況にあった〈作者の立っている位置〉についての思考

リックなものとの衝突は、近、現代川柳の通時的なテーマの

渡辺隆夫

一つである。表象された「人類の寝顔かそけき」と「おかめ

同

が蒸し返されるが、その煩を避けて言えば、谷崎潤一郎は戦

弱者とはむかし朝鮮いま沖縄

同

争一色に塗り潰された中で、パブリックなところから軟弱な

太宰府に防衛省が天下る

は胸を抱いて寝る」の、位相の違い――。

九州は大和を守るためにある

小説として発禁になった『細雪』で、有閑階級の日常を書い
の対立が庶民の日常性に及んだ政治の季節のなかで、中村冨

同

ていた。また、戦後の、東西とか、保革とかのイデオロギー
二は

弓形の不沈空母がありまして

じように、これまでの筒井の川柳とその句語には、現在の一

する川柳であったのだ。これが冨二の川柳の位置だった。同

ムを負って庶民感情の表象として、パブリックなものに対置

「春の夜のおかめ」は、戦後社会の市民平等のヒューマニズ

徴とされて表現されている。戦中なら軟弱な情意を書いた

「おかめ」「かりんとう」などが日常性と個人のこころの象

突き抜けて、だれにも通じる情緒と共感性を持ち、そこに

を書いていた。筒井と冨二の「春」の句語は、階級や階層を

居ない。川柳でのポストモダンの嚆矢である。今号は基地の

方法論にこれほど知的な考察と実作を顕現した川柳人は他に

慨を突き離す方途に造語「ベランダマン」を編み出すなど、

間に、遊具として言葉を捉える句語の実験、近年は、私的感

誌創刊号のエッセーで川柳とマンガを並べる論に至り、その

「川柳はなんでもあり」と外へ開く姿勢を採って、やがて本

とも早くテキスト論を我が物とした出発から、それによって

る。私性から遠いところに川柳を置くという、川柳ではもっ

毎号のことだが、渡辺の句語は知的で冷徹さを感じさせ

中村冨二

般的市民の体感的な共感性があり、これに傾倒した飯田良祐

移転問題を遊具に、幕末や朝鮮併合を引き出し、沖縄や九州

春の夜のおかめは胸を抱いて寝る

が、その良質の通俗性を称揚する「川柳作家筒井祥文の眼差
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感慨にもっとも近いところからの表出だと思わせる。感慨の

母」の句語に切れ味を感じつつ、二つの句語が、渡辺個人の

地となれ」と囃している。しかしながら、「弱者」「不沈空

ど、自在感横溢、「赤字空港」を「じゃんじゃん作れ」「基

に重ねて日本全体の相を「弓形の浮沈空母」と揶揄するな

と、松本が、前世代の電流を引き摺りつつ絶ち切ろうとして

柳人が居る。近代川柳を越えるには、方法論が必要であるこ

ンガチックな書き方と楽天性を好む、いわば松本フアンの川

え、時に時空の枠を越えて異次元的、宇宙的である。このマ

ている。したがって、松本の句の現実破壊は、地球規模を超

松本 仁

いるところが、川柳人に共感を起させるのだ。
新しい地獄を捜す影法師

表現法に鼻突き合わした渡辺の現在――これは叙情への接近
であるのか？渡辺の耳に方法の軋みが聞えたか？大変身のき
松本 仁

いる。この句、現実の中で次に来るべきものを求める叙情と

近代性を引き摺る「影法師」が、「新しい地獄を捜」して

思惟で血を絞って見せよ蛇ならば

ざしか、とも感じられるが。

読める。松本の川柳の本質がモロに現われた句だ。

方法論としてのスケープゴードの創造だが、「泥流」「炎

松本 仁

同

上」など、現実に押し切られた心情を書いてしまうと、存

泥流がはや血管へ流れ込む

夜の虹男の首を落としてゆく

松本には言葉の挑発力を引き出そう、押し出そうとする意
発対象は、渡辺隆夫のように他者に向かってのみではなく、

外、フツウの抒情だということになる。同志松本よ、ちょっ

同

対自と対他の両方を含むものであることを句に課している。

同行の二人はすでに炎上す

かつて、社会性川柳が作者を通したまなざしを書くことで自

とヤバイぞ！

識があり、渡辺の姿勢に似たところがある。だが、松本の挑

作の責任を負おうとした近代的な倫理を引いており、かつて
るのだ。しかも、松本の挑発は、近代科学によって眠りを覚

西国に生まれる花もざこ寝する

つきあたりに正五角形の親子丼

対岸もただしい笑いの関係者

同

同

横澤あや子

の社会性川柳が辿り付いた極点、河野春三の位相で書いてい
まされたゴジラが、都市を蹂躙したように闇雲な破壊であ

同

「対岸」と「関係者」は作中主体から見えるのだが、「た

ちょうどいいダム湖に降りる耳と鼻

に破壊ありき、破壊すれば、人間はそこに何かを創ろうとす

だしい笑い」の何が、なぜ「ただしい」のかの根拠は読者に

る。倫理と破壊のアンバランスを、松本は、言語空間では先
るという、人間への絶望的な信頼をもって、統覚しようとし
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一辺倒の「笑」いなのだ。同じように「正五角形の親子丼」

ならないところにまで刷り込まれた皆の、反問の余地のない

読んでいいだろう。もはや「ただし」さの根拠や来歴が気に

確な姿勢」 畑(美樹 の)「正確」、誰もが同じ姿勢で自動販売
機から「一本の水を買う」姿勢の正確さと同じ位相の句語と

預けられている。つまり「ただし」さは「一本の水を飼う正

いるのだろう。

も言えそうだ。丸山は、ズリ落しや転倒を対象化しはじめて

る現代的なニヒリズムが、丸山の川柳に変化を促していると

の活動があったことなどを思えば、バブル後の人間に内在す

になったことは知られており、第二次大戦後の日本で無頼派

としているのだ。第一次世界大戦での近代兵器による大量虐

殺、その絶望感が、ダダイズムやシュールリアリズムの淵源

も「花」の「ざこ寝」も「耳と鼻」が「降りる」「ダム湖」

「圧力鍋」で誰が「煮」るのか。現在の世相、世界、現代

丸山 進

人丸山のやむにやまれぬ心情が、ファッショナブルと安価を

ユニクロの何故を圧力鍋で煮る

に近い「西国」でも、「ダム湖」も、現実はみな一辺倒に均

「煮」出す。ユニクロという、かつてなかった企業は、時代

も、常態である。中央から離れた「つきあたり」でも、浄土
されている。「対岸」「突当り」「西国」「ダム湖」と、場

その発想の淵源、筋道を内蔵しようとしているのである。個

所を設けて、白日下に恐怖を展開。なにげない風景の中の惨
横澤あや子

の圧力が生ませたのだ。丸山は、一句を書こうとする際に、

ひるすぎの贋金づくりは牧歌的

劇を描いたヒッチコックを思わせる。

丸山 進

る。こころやさしい丸山が、問答体の筋道を句語化してい

この句はいままでの丸山の川柳になかった説明調の句であ

丸山 進
同

書いていたところから、近頃では、それに筋道をつけようと

自転車の乗り方で無職だとわかる

助産師は暇蚕を飼っている

同

同

柴田夕起子

ない抒情の表象を欲しているのかもしれない。

る。発想の淵源を書こうとしているからだ。丸山は今までに

監獄の真上に機械的な月

完熟の西瓜の中はジャズだらけ

同

人も企業も「圧力鍋」を持つ循環社会。

解体を待ってる中野さん一家

「牧歌的」。のどかな「ひるすぎ」である。

アカシアの枕言葉を入れ替える

いつも同じような調子だと感じられて丸山は損をしている

する方向を見せている。感情から書かれていた丸山のズリ落

面倒臭いものから順にミキサーに

が、日常生活や市民性に立って事象のズリ落しや転倒などを

しや転倒に、感情の拠って来たる時代の要素を附加させよう
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位置、距離感が、ビシッと、揺るぎ無く定まったのだ。川柳

相だけが、読者の目前に広がる。対象に対する川柳人柴田の

スが絶品。表現に過不足や衒いやイヤミが無いので世上の実

相があり、実感がある。「自転車の乗り方」「で」のペーソ

柴田の川柳眼が読者を同化させる面白さ！句語に現実の実

同じ位相で、例えば、なかはられいこがキッチュやポップを

かってほしいのだ。数は少ないが、川柳では、俳句・短歌と

作と、川柳性との折り合いのつき難いところで、川柳にぶつ

自身の詩性を振り返ってほしい。つまり現代詩のしんどい詩

触があった二人だから、自分なりに川柳を会得しておいて、

て、軽い自己表出を心掛けている。これまでに現代詩との接

う。今号の二人の句は、意味性を書く川柳の性状に片足かけ

は、現代詩の現在の達成点から見れば、詩として弱いだろ

の優劣を見分ける手法の一つに、作者、川柳人の存在が一瞬

書いた実績がある。湊と吉澤に内在する現代詩と川柳との、

同

感じられて、消えるか？という手法がある。古川柳の魅力が

悲鳴を上げてイカの天ぷらが揚がる

これだ。いまで言えば、一句が読者のものとなるかという、

湊 圭史

輻輳を考えられないだろうか。かつて、山村祐、墨作二郎、

同

小西逸歩らが、彼等の時代の現代詩を川柳にぶつける試みを

１ｃｈは泣き声２ｃｈは泣き真似

吉澤久良

意味や感覚の授受の素早さの有無を判じる鑑定法である。

翅を抜く二人の子ども飼育する

「ミキサー」という機器の実感、「悲鳴」の形容にもっとも

湊 圭史

桜闇牛頭の人鈴を提げ

同

したことは、現代川柳にとって意義のあることだった。湊と

同

るりかけす水の呪文を告げにくる

吉澤には、可能性への思考を望みたい。意識や認識より深い

零戦うら返しへそに溜まった水

同

意味を書いた川柳であり「ｃｈ」「飼育」はシステム社会

ふさわしい「イカ」、など、作者のベテランの味が出た。ち

憐れみをポットの中へ生みつける

吉澤久良

からを抜いた、さらっとした味に、柴田の新生面が覗かれ

号泣の空っぽの檻に咲くキリスト

同

ところの何かを引き出す――可能性を、思って欲しい。

童女点滅はるかに孕む水の色

る。

老女剃髪かるがる影絵となり海へ

のシラケと浮薄な心性を、「鈴を提げ」「水の呪文」は状況

の酷薄さと、愁いを感じさせる。湊と吉澤が、１００％の川

同

湊と吉澤はもっと詩を展開すべきだ。既成の川柳の位置、

柳に並んでどうする？と挑発して、二人の誠実を知るところ

円天井天使の嘴「顔を脱げ」

あるいはその埒に合わせて、意識や認識を書きつづけていて
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兵頭全郎

出から離れたところで個性的な川柳の可能性を考えることは

ンチックだが、二人にすれば感情の開陳や訴求性や人情の提

と衆の通い合う川柳にニヒリズムは介在しないといえばロマ
同

から、暴力的奔放さを待望しておきたい。
水面から宝の山を巻く荒縄

兵頭全郎

干涸びたから一片の金のふり

稲穂から良からぬ話もちかける

同

実に難しくて、面白いことなのだ。

江口ちかる

江口ちかる

絡み合う雨を見逃しあったから

同

四肢くくられて蟹になれるか

お隣りは妖怪ハンターという噂
兵頭と江口は似ている。二人は、現実的な主題を五七五の

同

お買い上げごとにもれなく人魚かな
表現に当って異化する、という書き方ではない。最初から現

湯煎してやわらかく剥く枯野かな

草地豊子

兵頭は「から」で未知未見の関係性の創造を、江口はワタ

実を離れて抽象次元と虚構のステージの浮遊を徹底している

同

のだが、句語の関係性に現実的な時空の感覚があり、遠近法

水玉とハート 迷っているおから

リ蟹や枯野という既知の抒情を江口の語り口で再生させて、

かりゆしになったでしょおから

成功している。

現実からの離脱が似ており、読者は、作句を愉しんでいる作

人参と牛蒡がのさばっているおから 同

などもかなり現実的で、近代的な知性が捉えたリアリズムを

者と感じる。「水面」「山」という高低差や、「干涸びたか

うのはなくたし新聞は新聞紙

負っているとも感じさせる。川柳性やカタチでの構文に依る

ら」「金のふり」の、意識の伸長、「お隣り」「お買い上げ

圧力に関心が薄いか、対現実への思いや衝迫が少ないから

自由への欲動や欲求が少ないと見える。現実が個人に及ぼす

り、あとは自由の短詩型文芸という位相で、二人は、存外、

創造性へ屈折しているのだろう。五七五のカタチだけがあ

作者に内在する現実に表出価値が認められないから、独自の

読み易くしたり共感性に委ねるための演出や方法ではなく、

ている草地も見える。これは新境地を見せているのではなく

柳人番外 に)纏められている。ところが、今号の七句のよう
に、うがちと飛躍との決定的な断言性から少し逸れようとし

とだろうと、羨望させる句が『草地豊子集』 セ(レクション

語に定着したとき、句語の定着が作者の認識を明確にしたこ

ちを書いて来た。餅を搗くように、絶妙のうがちと飛躍が句

草地の、伝統的な川柳の書き方は、問答体で草地流のうが

同

ごとにもれなく」などの日常性――これらは、何かの主題を

か、作者自身が自分の創造力を問いつづけている趣きだ。個
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での川柳的な書き方を求めていた意識が、徐々に現われてい

て、草地がいつのまにか、それほど強い句語ではないところ

て、七句の主題に相応している。しかし

作中主体の意識と、それを取り巻く継続的な状況を感じさせ

髪梳きながら一塊の沼の色

重森恒雄

るのだと思われる。以前にも、飛躍の距離の小ささが恣意的

同

などの「沼」「この世の際」「海」「影の残り」などの句語

同

に、共感性のあり過ぎることが感傷を隠しきれないことをも

ここはまだこの世の際のパラダイス

見える。一見、短歌でいう腰折れだが、それをを面白味とし

のがたっており、生の感慨を世俗的な位相に止めている。こ

手後れのここから向こう全部海

ていると言える。句語の引き合うちからを最大限に緩和する

れでは、作中主体の生が世俗社会に溶けて、その実質、つま

だと感じられる書き方が何度か見られたが、この経験を下地

難しさが想像されるが、「おから」が、これを成功させた。

り批判的川柳眼に生じる感慨とならない。「トンネル」「猫

にして、今号は、うがちや飛躍より、屈折に、自身の志向を

作家論的な視線からいえば、いままでの草地の川柳にくらべ

言葉」というほとんどハードボイルドな句語の存在に比べ

同

て、草地らしい優しさを多分に表出させる「おから」。これ

て、他の句語が、何時か何処かで聞いたり読んだりしたもの

持ち合わす影の残りも一二枚

によって、自然主義的リアリズムに拘泥しない草地豊子の川

試みたのだ。言葉、句語の関係性に屈折を施そうとするかに

柳がはじまると思われる。

向いたときの感慨である。つまり、生きてきた時空と出来事

ことをもって過去から未来への生を繋ぐ現代人が、生を振り

ぎ、命を軽視し合う風潮にまみれて、その風向きを造り合う

要はない。誕生から死まで続くコンベヤーの上で個性を削

今号の重森は生の感慨を書いている。私性の有無を問う必

る。市井に生きる川柳には感慨も感傷もあり、一般的な感情

句を通じて、重森に内在している一般的認識だと感じさせ

語は、重森が捉えた生の様相や感慨と感じられるものの、七

の」「沼の色」、「この世の際の」「パラダイス」などの句

ていた。そこにアルカイズムや自己装飾が繁茂した。「一塊

体の存在感が薄れる、という、表出レベルの反比例を実証し

は、句語に含まれる作者の感傷が濃ければ濃いほど、作中主

に准じているのだ。ここで私川柳論は出来ないが、私川柳

を収斂、抽象した「トンネル」「猫言葉」という句語があ

重森恒雄

る。個人的な訴求性が控えられているので、読んだ読者に、

も世俗の臭気もあり、これを全面的に否定しては川柳の幅が

トンネルの案内をする猫言葉

自身の「トンネル」「猫言葉」を実在させる。「案内」が、
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狭まるが、生老病死の普遍性についての感慨の表出には、現

屈葬にあわせて関節をはずす

疵口に塩ぞんぶんに畏まる

同

同

高橋 蘭

一戸涼子

一戸涼子

一戸独自の川柳のスパンが確立したのか、今号の七句は、

うつらうつらと北口にいる銅像

が読者の胸中に立つ。

り方の良さ。これによって、「花冷え」「息切れの演奏者」

高橋と同じように、この句を得た一戸の私性との距離の取

花冷えという息切れの演奏者

れた。

高橋を入れた人間全部の、切ない生が「ぞんぶんに」書か

在に生きる一人の、他者と違う声、他者とちがう生という深
みから、句語を書けないだろうかと、ご同様の齢から、重森
夢まくら請求書には但し書き
高橋 蘭

に言いたい。
夕暮れの建て付け怖じるものはない
高橋は本誌で私川柳を書くところから始めた。やがて、私
的な具体性、事実、ことの経緯などに纏わる私的な心性を書
く川柳を、既知のこととして、そこに生じる感慨の質を書こ

一戸の川柳の現実感がより濃厚になっている。彼女の川柳の

同

て、高橋の骨太の人柄が前面に現われ、諦観や苦笑などの自

道程を知る人は、一戸の地に足のついた奔放さが、一段と増

つんつんと南口には大理石

己対象化が鋭くなったのである。自分自身とそれを取り巻く

うとする方向に向かった。この結果、感傷の訴求が後退し

世界のあり方に興味を示す余裕は右の二句などに展開、高橋

たのではないだろうか。「夢まくら」はもとより、「夕暮れ

過不足なしに、そしておそらく、極めて自然に！出ているの

書かれないだろう。作者の人柄、その骨太さが句語と筆致に

晴朗感！現代川柳でこの句の晴朗感を越える句はしばらく

一戸涼子

したと感じるだろう。

の建て付け」と、生活空間を捉え直す川柳的な視線が反転し

だ。今号の七句、かつて女性だけの川柳誌の必要性を公言し

シンバルが鳴って臨月思い出す

流の川柳眼が見事に働いている。生活の中の様々な感情が堆

て、自意識「怖じるものはない」と言い放つところに、私性

て、「魚」誌を推進した飯尾麻佐子さんに読ませたい！意気

積して、観察眼に転換、個性的で鋭い川柳人高橋蘭を強化し

の堂々巡りから抜け出した存在感の濃い高橋が感じられる。

統合した女性達の熱気が蘇るような「シンバル」の音であ
る。

「怖じるものはない」、高橋の川柳を代表する一句になるだ
高橋 蘭

ろう。
血管をゆらして笹舟を流す
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白線をたどっていくと決めている

神様の領域縄で縛っておく
同

同

前田ひろえ

考えごとしている間野に沈む

い、現実直視の自意識の表出である。

て」「出来上がる」の句語は、手放しに迎える「春」ではな

前田一石

折り畳んでしまえば影も線も消える

もともと、前田は優れたリアリズムの川柳人であった。一

同

見、作者のモノローグと読める句にも、しっかりした作中主

同

線をたどっていく」生の道程などの、作中主体が「線」から

体が創造されており、これがいつも孤影を曳いているが、希

安心感はきっと空洞だと思う

創出されたのだ。恣意的な題は、意識のブレを起さないの

望を抱き続けている生の営みが句語の芯にあるので、暗くな

夕焼けに溶ける父の勇気だね

で、七句を統べて、よき活力となる。今号では、きゅういち

かった。私川柳の全盛期の、多勢が書いた単純な独白とは違

「線」と、それに纏わる意識を引き出す書き方を題詠とい

が明確な主題を設けている。ブレの無い群作は、かつて川上

って、しっかりした書き方を体得した存在感の強い川柳を書

えるが、大切なことは恣意的に抽象語「線」が据えられたこ

三太郎、定金冬二、河野春三、時実新子、草刈蒼之助、松本

いていた。前田には、いつも、私性の表出に、大きな状況の

同

芳味、片柳哲郎、中村冨二などに名高いものがあるが、本誌

なかの自分という認識があり、これが、感傷過剰のあまたの

靴脱ぎすててからの続きを考える

同人では前田一石が単身赴任の時代に、強い自己集中力によ

私川柳から隔たった位置での存在感になっていた。今号は、

生きるとは死ぬとは終日降ってくる言葉 同

る多数の佳作を書いたことが忘れられない。飛躍やイメージ

往年の書き方が現在風に復活、「勇気だね」の「だね」は、

とだ。そこに作句についての自意識が働いており、「神様の

の書き方と違って、恣意的な題は連作や群作の主旋律や情意

領域」、「点と点をつないで」「家族になっていく」、「白

を内包するので、優れたリアリズムの句を得るひとつの方法

作中主体が創造されているからこその措辞。モノローグなら

ね」「考える」などの句語とともに融合しているのだ。創造

読者に同化させる句語となり、「沈む」「思う」「勇気だ

ば、読者には他人事に終るが、作中主体の実在感によって、

「春」に対する堂々とした自意識の開示であり、作中主体

前田ひろえ

の眼前にひろがる「春」への、息づきや生活感などの様々を

力によって「終日降ってくる言葉」。

春の線ビブラート加えて出来上がる

だ。

想像させる。作中主体の自己肯定感を含む「ビブラート加え
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と、「トンネルの出口」はシチュエーションの前後を読者に

トンネルの出口で待ってたおばあさん 浪越靖政

預ける方法と、地階を下降する「エレベータ」の恐怖を創り

北沢 瞳

普段は顔を出さない、そして、極めて個人的で生理的ある

出す方法を押し出して、成功している。浪越にすればいつも

人を食らう鰐は美し粥の沼

いは身体的な美意識を引き出した二句。北沢には、川柳とい

の書き方かもしれないが、読者をどのように参加させようか

地下二階三階…エレベーターが止まらない 同

う言語空間で言葉を美的玩弄物とするところがあり、ときに

という意欲が多量に働いて、読者の捉え方の新生面を見せて

同

谷崎潤一郎の小説の一場面を想起させる。本人には、谷崎よ

いる。二句が、リアルな感覚で読者に迫るのは、浪越の川柳

情事から戻る牡丹の襖絵に

り乱歩や鏡花があるのかもしれない。少年少女の読者に粘着

にあり続ける社会性意識が、常に現実感をもって生動してい

浪越靖政

質の呼びかけをする乱歩の文体など「粥の沼」的であり、

みんな出て行ってしまった備前焼

「牡丹の襖絵」は『黒蜥蜴』『人間椅子』などの身体感覚を
北沢 瞳

るからだ。

和解したバケツの落せない汚れ

思い出させる。

人間の神経を捉えた面白さ。狂っていくマクベス夫人や、

書き方では通常なら「待っている」とすれば納まるところを

っている。先の「トンネルの出口で待ってたおばあさん」の

て、読者にどれほどのものを預けられるかという試行に向か

今号での浪越の前進姿勢は、一つの状景の切り取りによっ

楽曲を悪意に同化させる異様など、粘着性、執着心を見つめ

ラフマニノフのピアノの上で葱きざむ 同

て冷徹。北沢の川柳の多面性、その一極が開花した。

ＡとＢに、Ｃを加える試行を実施、前号では樋口由紀子が、

「待ってた」とすることで、読者の想像性と表現域を広げよ

起承転結の転だけを書いてあとを読者の想像性に預ける書き

うとしているのだ。吉澤久良が数回に及んで、既製の問答体

浪越の川柳にはいつも、現代の社会状況がある。社会性川

方を試みたが、浪越は状景のみの創出での、読者への預け方

浪越靖政

柳の全盛期と違って、いまは社会性が書き難い。ほとんど孤

を試みたのだ。「トンネルーーおばあさん」の句とともに、

同

立無援の感があるが、川柳的なずり落しやひねりなどの滑稽

この家は二酸化炭素でできている

感をもって 現代社会に馴らされた神経を挑発している。こ

精緻な叙法が試行の成否となるのだが、右の句は読者から見

清く正しく非常階段らしく

の、挑発力が、今号では
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後に何かドラマチックなものを想像させたか。閑散とした状

という感じに止まるのだ。状景だけを書きたかったのか、前

ってしまった」という閑散とした部屋の像的リアリズムの句

くは嗜好品を有する家を想像して、そこから「みんな出て行

これが井上の川柳に現われる現代の実感であり、井上の世界

としている。無愛想が現実感を宿して説得力をもっている。

受となる。井上は極めて無愛想に「空」は只の空でしかない

「空」の句語は、共通する思い入れによって作者と読者の授

リアリズム、情念、ナルシシズムなどの通常の作句では

井上せい子

景の含み持つ何の方向指示を省略したのか、などと思う。そ

人(間 観)だ。川柳の世界での句語は、短詩型文芸に流れる情
緒や思い入れの伝統に沿うことをもって、近代でも現在で

重ね着がはやる不完全な空

して、難しい書き方に真っ正面から挑んだときの、昔風にい

も、一般的な流通に価値とされている。これを相対化する動

れば、「備前焼」の置かれた、つまりそれなりの調度品もし

えばペンの音を確かに聴いたのだが、そして浪越の川柳人魂

しもうとしていると見える。

は、近代的な表出と、現代的な表出のまんなかで川柳性を楽

顕現化となった。今号までの井上の川柳を読み返せば、井上

が燃えたことだけを思って読み終わってしまうことになるの
井上せい子

きは、バックストロークによってようやく正面切った活動の

炎上の城目覚ましが鳴っている

だがーー。
例えば、リアリズム偏重の表現者なら、無人の部屋でテレ
ビが点いている光景を書いたり、情念の表出を好む川柳人な
ストなら燃え落ちる城の情景を華美に、もしくは我が身を重

される。井上がこれをどのように考えるか、他人事ならず、

まり井上とおなじ位置で書いている川柳人の多数が思い起こ

このモダニズムと現代性の混合体にも、おなじ書き方、つ

井上せい子

ねる疵だらけの美丈夫を、などと思うが、この類型を壊し

見続けたい。井上の川柳はいつも、近代と現代の混合体であ

ずるいずるいと裏までつる草

て、井上は、急転直下のズリ落し、時代感覚のズレを書い

る現在のわれわれ、という認識を呼び覚まさせて刺激的であ

ら燃え落ちる城や燃え落ちた城を炎暑か如月に配置、ナルシ

た。しかし、ズレた感覚を現代人の心性に重ねる読みは好意

田中博造

的になりすぎて失敬になる。井上の知的営為は、すでに、句

少年に還ろう風の樹を抜けて

同

る。

散髪屋にバリカンがあった夕方

語に纏い付く旧来の感傷的情感を越える実績をＧＯＫＥＮの
誌上大会やＢＳの大会などで示しているが、「炎上の城」の
句語は、越えるべき対象にならなかったと思われる。
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「少年に還ろう」は誰もが一度は抱く感情といえるが「風

る「還ろう」「樹」「啼かない」などの斡旋は、おもねる感

はないが、個性を出しているようで実は一般的な感情に委ね

という心境が今号の発想点と感じられる。これも他人事で

田中博造

の樹を抜けて」は感情を拡散させる。「散髪屋にバリカンが

を増す。「バリカンがあった夕方」、「猫が」「立ち止る」

一回も啼かない鴉を見続ける

あった」という発見は、「風の樹を抜けて」より実感がある

知らない猫が立ち止る梅雨の陽だまり 同

が、近代文学的な価値観から言えば、作者の存在感を作者が

などの田中らしい発見の眼で、今現在の、いのちのときめき

田中峰代

を書いてほしい。

同

薄めているということになる。一方、「バリカン」という器

捨てる袋捨てない袋積みあげる

具への視点の一点集中に、「夕方」の現実感がかぶさって引

この山のどこでわたしを捨てようか

井上しのぶのところでも触れたが、近代文学で最初に《他

締めている。拡散と一点集中の違いは、これまでの田中の川

者》を書いたのは漱石であったと言われている。本誌での田

柳の成否を決めていた。一般的かつ世俗性へ拡散する句語は

覚の表現が秀逸、七句のなかで最も自立した句だ。ほとんど

中は、私川柳の系列にあるが、一つの状況や事情を仮構し

同

無作為、かつ積極的な明るさで、川柳界の人々との交流を求

て、そこに私を置くという時間の掛かる書き方から、徐々

同

めた田中の若い日々を知るところから言えば、今号の句は、

に、私と他者という構図を書く方向になった。特定の他者

てのひらを通りすぎる立夏

加齢の進む中で誰もが感じる思い入れの提出である。田中に

「おとうと」、「袋」を「捨てる」「捨てない」という同時

おとうとの穴を修理に出している

とっての川柳の世界、読者対象が年代的に絞り込まれている

代の大衆社会という他者、「この山」「立夏」などが象徴す

弱い。手垢の付いた句語を使うなら、逆用がお勧め。「知ら

ようで、これでは寂しいぞと、言いたい。句語の個性を薄め

る状況という季の巡りなどが混在して、田中の中で存在感を

ない猫が立ち止る」「梅雨の陽だまり」の実感は、その侘し

ると、一般的な情感におもねる。他人事ではない、要注意！

増している。まだ、私に関わる外側の他者という捉えかたで

同

若い日の吸収欲、春三や芳味や麻佐子、あるいは三太郎や紋

運命論魚のはらわた取りながら

太への積極的な交流を望んだ博造を、思い出の引き出しへ込

自己中心的な述懐だが、他者の捉え方が「おとうと」のよう

い瞬間の、いわば「猫」へ同化するような出来ないような感

めてはなるまい。
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何も変えないことを、川柳人は知るべきだが、この浮薄を退

のではないだろうか。私川柳は旧いという世俗的な浮薄さが

その、近代川柳の命脈から飛び出す方途に、《他者》がある

表現、私川柳の氾濫を招き、袋小路をよしとした。私川柳、

えたりすることが無く、ひたすら私に拘って私だけの内部を

ではなく、私川柳を書く大多数は、目前に他者を捉えたり考

強い観察眼の活きる面白い川柳が連発できそうだ。田中だけ

に突き放した位置に置いての観察になると、田中の静かだが

す。「これでいい」「白い」は、慄然とさせる句語である。

を放つか死臭を放つかとの、怖い一節があったことを思い出

る。『カラマーゾフの兄弟』だったか、聖職者の死体が芳香

「のどぼとけ」が「白い」と、テキストとして提示してい

象にしているのではない。一つの、クローズアップされた

い」を預けられているのである。松永は特定の個人の生を対

ぼとけ」であり、読者は「白い」と指示されて、「これでい

まれる感があるが、「これでいい」とされるのは「白いのど

寝返りを打つ鯖缶はあと一つ

一対の烏賊を吊るして半ズボン

弟を魚に変えた衣替え

同

同

同

同

くんじろう

けて、田中の、地に足を着けたところからの、《他者》に期

停電の夜の踝に青蛙
同

松永千秋

沈黙は会話のつづき 一房の葡萄

指腐るまで白玉を追い続け

待。
羽根はどうした 父の大きな声がする 同
葦原を揺らし 父がゆく母がゆく

る。松永の川柳の魅力は、静かな、そして悠揚迫らぬという

松永の優れた表象が作者と読者に静かな問いのように染み入

「衣替え」「白玉を追い続け」の措辞は流し読みに終るが、

んじろうの七句がそれ。常套的な句語に慣れた読みでは、

ことは、同人作品が前向きな変化を示したときだ。今号のく

くんじろう、大化けである。文芸の同人誌で最も刺激的な

同

感触であり、「沈黙」に掛かる「一房の葡萄」が完璧な措辞

七句全体の緊迫感は、なにごとかの逼迫状況に関わる句語と

二階には花火を真似る膝小僧

だ。この平静さが、読者の反応をほとんど気にせぬ、それゆ

「一房の葡萄」「父の大きな声」「葦原を揺らし」など、

えに、句がテクストとして自立するちからとなっている。

感じさせる。もともとくんじろうは、具体的な状景を映画の

一シーンのように切り取る手法を持っている。逼迫感を書い

松永千秋

松永は汎神論者ではない。現実肯定も生命の肯定も、松永

た今号で、それが作中主体の創出に活きた。「弟を魚に変え

これでいいコトリと白いのどぼとけ

の川柳の要素として読まれ、ともすれば好日的な明るさと読
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いう言い方で露骨に見えている。作者が欲すべき情への思い

実は階層を決めつけて分化させる傾向が「自己責任」などと

象は相対化の対象になるだろうが、実際、目の前の社会の現

先端で思考する川柳人には、この、やや退色した飢餓感の表

くんじろうの書いた現実に引き込む。もちろん、現代川柳の

よって、これまでの郷愁が句の後景に退き、個々の読者を、

や経済上昇期の庶民生活の風情にあきらかだ。強い現実感に

メージの豊富さは、いままでくんじろうが書いた戦後の時代

ける喩であり、作中主体の心性を象徴している。この辺のイ

蛙」などは、居直りを許さぬ切羽詰った何ごとかを読者に預

た」「一対の烏賊を吊るして」「鯖缶はあと一つ」「踝に青

いる」「離婚届で混み合っている河口」「戦争は死ぬことフ

コスモス言い足りない何か」「説明のつかぬタオルが濡れて

いていたのだ。その過程を、本誌に発表された「うらぶれた

が、松原は極端な省略法による書き方の句集に向かって、歩

気がつくだろう。おそらく、いつのまにかであっただろう

ときには書かれていない【問い】の答えを書いていることに

松原の川柳の多くの叙法が、一句の中の句語としては少量、

の生を豊かにしていることを十全に現わしている。そして、

っていることを感じるだろう。句集は、松原の川柳眼が松原

そしてこの句が、問答体による問いを省略して、答だけでな

の息づかいを、川柳人は我がことのように知覚するだろう。

だ。「真夜中の柱」の「影」が「際立」っていると見たとき

る。右の四句などまさに「息づかい」をきちっと捉えた句

の市民が川柳に関わることでこのような視線を具えたことを

ランスパンの湿り」などが感じさせる。これらの句は、一個

を抑えに抑えた句語が、いま、存在感を持つ世上であること
くんじろう

は、誰にも否定できない。
太腿を這う半分の蝸牛

切ないこころを像化した愛おしい句語「太腿を這う」「半
真夜中の柱際立つ影を持つ

同

同

松原典子

る」は、臥せている人と枕頭の「猫」の息づかいを感じさ

現われだろう、松原の句の特色だ。「猫でさえ駆けつけてく

心を掛けていることを証明する。おそらく無意識的な嗜好の

ものがたるとともに、川柳眼が、問答体の答だけの表現に重

取るものもとり敢えず包囲される島

せ、偽書だそうだが、芭蕉の終焉を書いた『花屋日記』を思

分の蝸牛」。作者に、二行書きへの欲求があったかも。

一票は自分のためにとっておく

同

であうならちいさく折れているところ 畑 美樹

い出させる。

猫でさえ駆けつけてくる枕元

句集『ねこだまし』 私(家本工房 を)上梓。あとがきに「ど
うぞ手にとって私の息づかいを感じてください」と書いてい
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煩わしい人間関係から五七五の空間へ、ふっと神経を向け

けた具体性から離れることがないからこそ、川柳の現代性、

て、小池正博・樋口由紀子・石部明らの川柳は、地に足を着

畑の誠実な知性がここにある。渡辺隆夫の川柳をはじめとし

度抽象した心情を異化して具体性へ着地しようとしている。

たときの感慨が感じられる。松原の省略法とは違うが、畑

存在価値を持っている。つまり批判のまなこの脈動を一度抽

同

は、現実を省略したときに、句語が精神の現実を引き出すこ

薄墨のほうにてのひら傾ける

とを知覚している川柳人の一人である。これを心得て読む

象して、具体的な表現へ着地しているのである。今号の畑の

抒情には、いつも、人間関係のむつかしさということが、遠

書いた関係性のなかの自我、その在り所という問題は、旧作

いところや無意識裡にあり続けており、畑はこれを、自身の

と、「ちいさく折れているところ」「てのひら傾ける」など

畑 美樹

問題とせずに、川柳に書けることとして思考しているかに見

に、人間関係についての、作中主体の無言の自意識があるこ

同

の「二等辺三角形になってみる」を思わせるが、実際、畑の

セイロンの都に落ちてゆく背中
同

とがわかる。
眷属のうしろ姿の走り雨

で、実は、かなり大勢が書いている。カタチの小ささが寸鉄

間だから可能なのだという突き放した認識があり、これを読

由自在な出入り。これは現実には有り得ないことで、言語空

「銀河系」と「鼻梁」、「球形の夜空」と「身体」の、自

石部 明

的うがちや飛躍を促して、大きな問題を一つの句語に収斂、

者と分かち合うのが石部の方法論である。嘘です、五七五の

どこまでが銀河系やら鼻梁やら

「みずいろ」がある。読者に染み渡る「みずいろ」！

みずいろをぎゅうぎゅう詰める左胸 畑 美樹

える。そして主題から 振り返ったところに

ガンジスの泡を包んで食べている

「セイロン」「眷属」「ガンジス」などの句語は、歴史的
にも地理的にも在る大きな共同意識を思わせ、『深い河』
遠(藤周作 を)思わせるが、その中に「背中」「うしろ姿」
「食べている」などの、現代人特有の自我がある。世界の構

抽象する働きを発揮させるのだが、これまででこころを打つ

作り物ですと言っておくことで、実感が共有される。つま

同

句はない。どれも近代的な意識から出た格言的あるいは教育

球形の夜空に身体入れてみる

的な位相の中のものである。もちろん、川柳に格言や教育を

り、石部は、読者との共感を大切にする川柳人なのだ。宇宙

造、あるいは人間関係などの大きな問題は川柳に合わない様

求めるのは筋違いだ。畑は主題の抽象化を拒もうとして、一
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と体が通い合う。まったく違うものの通い合いを保証するも

じま」っている。逃がれられないものが写っている「昼」の

石部 明

「鏡」、「亀裂」が急かせる、死とエロス。

遠い港が息あるものをかき混ぜる

のは、石部の孤独感である。
「遠い港」が見える。出入りする様々な関係性。その一
つ、とても遠いところに、体温の通い合う「息あるもの」が
あると聞いた。つかの間の、せっかくの「息ある」もの、

石部 明

光、希望、を、休むことのない世俗の営みが「かき混ぜ」て
見開いたままの瞼を閉じる鳥

しまう。
まなうらにこそ「息あるもの」がある。これを包み込む、
無辺際で気味のわるい、実感が見えてくる。
同

液状に滲みはじめる死後のオルガン 石部 明
魚の鰭かすかに動いている空家

「オルガン」も「かすかに動いている」「魚の鰭」も、ノ
スタルジックに存在するとともに「死後」にも存在するが、
そのあいだに、「液状に滲」む時空がある。生死の道程、六
道への通過儀礼は、齢をかさねると頻繁になる。あの日の、
あの「空家」が現われて、無意味とも言い難い「魚の鰭」が

石部 明

「かすかに動いて」いた。烙印のような事実、意気盛んであ
昼の鏡に亀裂はじまる布団敷く

った、あの意気が、遠くなってゆく。
生の「布団」、エロスの「布団」。すでに「亀裂」が「は
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石部明選

石棺を閉じればネガへ反転する
越境を促すエタノールの風
体からからころこぼす氷粒
真空の時間 一条戻り橋
対岸の家は死者へといざり寄る
照明が消した昼間のデティール

白百合が笑い止まない奥の部屋
春の夜の人体模型の基礎体温
歯を抜いて姉は看板取り替える
大根の漬物阿波踊りは佳境
渋柿に日がな聞かせるハーモニカ
ほらキミも顎干しなさい顎日和

密約のひとつ冷蔵庫のバナナ
手斧をうまく使えるから遅筆
唇を揃え出荷をする苺
砂時計蟻の骸をどうしたか
男湯のしゃぼんが流れ着き遷都
横綱をもっとも嫌い徳俵

平賀胤壽

井 上 しのぶ

山 田 ゆみ葉

湖南

大阪

京都
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アネモネとアルトで話す管理人
横断歩道ハートマークにしてしまえ
冷麺に商工会議所をのせる
抑止力になるかも知れぬちぢれ麺
しゃぼん玉セットから出る日本語
「キハ２８・５８」青年の皮膚乾く

草地豊子

榊陽子

江 口 ちかる

生え際に生えてきたのはナカジマくん
逃げまどう亀の子タワシに見えますか
端っこをつまんでいつまでも見せる
逆さまにするとやっぱり落ちる首
あらいやだ足を忘れてきちゃったわ
焼きナスになりやすい人なりにくい人

躑躅という字面迷子が二、三人
御臍には躑躅咲かせて練り歩く
いかづちや噛みたき耳を並べおり
通過あとひとすじの野は垂れており
皿の上に斬首の躑躅てんこ盛り
千木を置くあなたが壊れないように

津山

川西

東京

洗濯機の音のすべてを把握する
わたくしと和文タイプは天秤座
意地のある画鋲が残る掲示板
水掻きがあればなあこの通帳に
泥と水を混ぜるとできる語尾砂漠

二百年夏を返しに通る穴
ホテルマン扇を振って海中へ
衝動やひとかたならぬ更衣室
陽炎や線路を歩くのは綿棒
山道をバスのふりして親しい人
皆勤の水辺に投げたコガネムシ

き ゅう いち

富 山 や よい

いわさ き 楊 子

茨木

京都

熊本

引っぱってください千葉は出ませんか
支社長の拓で割烹着を作る
丸大豆醤油で御礼状を書く
天使からコード出てきて十六夜
脳髄に靴の音聴く百日紅
で、あろうと千葉出身の雲の峰
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大阪は黒いカバンを持っている
顔のある方に歩いていきました
皿洗う皿はわかってくれと言う
つながっていると思えば鳥の声
声がする水と水との間から
ほんとうのことが手すりになっている
靴底は舌でわたしの足舐める
口紅がべっとりついている枯木
職業欄にもう泳げない水すまし
後退ざりしながら藤の房伸ばす
目の弱くなった毛抜きの馬鹿力

お互いに嘴であり雨であり
もっと桃もっとマンゴー前夜祭
男の作る鯖の味噌煮でございます
また同じ質問母はせるろいど
九官鳥みたいな声で柿若葉

徳永政二

北沢瞳

井 上 せい子

滋賀

枚方

松山

百の位からドコサヘキサン借りてくる
アンドレジイドとゆうれい小屋に繭籠り
アイリスの不承不承をつのらせる
カテキンがもたつく隙に舌を出す
リンスインシャンプーの屈み癖

ももいろのチュチュや鏃やそこ曲げる
三ページごとに漆のねずみ穴
はらわたの青汁あたり蛍の巣
白鳥のびろうどゲーム対写楽
ポイントカード 水槽にびっしり歯

輪郭は白で書かれていて笑う
芭蕉の葉で包んでからも洩れる声
叡山の猿の名刺は手漉き和紙
補助椅子という生き方もあるだろう
でろれんと夫の中にいる鯰

枇杷色の表紙に決めてから眠る
残響のふくらむみつばツツジかな
山吹と交換新改訳聖書
忽忘草の明日はたぶんお葬式
世界薔薇会議を通過したきいろ

吉松澄子

峯裕見子

環

亜流斗

松山

大津

京都

松山
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小父様が二人弾んでいるボール
カーブする前に踏ん張る虫の足
木曜の蚯蚓の如くちゃんと寝る
虹色の見目麗しき裏出口
バリ島を崩して旨い椀の物
キーケースどさり殺陣師の手くらがり
図書館の地下書庫 発芽する眸
水痕はマリアに桃にくらりと闇
愛のバラッド声変わりして阿修羅
ベッドカバー外すカンブリア紀のヒトデ
鯨の空 遠い出雲は人間紀

海老天の衣いつしか花模様
いきなりセーフティバンドで歌碑除幕
亀山社中よりつるつると内祝い
混み合ってチタンと奇譚膝送り
年金を貰えただろか 熊楠は

重森恒雄

箕面

彦根

千葉

中川一

澤田勝冬

いそしぎをしまい忘れて天袋
なかぞらに取り残される潮干狩り
耳塚の耳がよじれるまで笑う
とうさんは鏡 かあさんからす貝
束にして贈る空飛ぶねこじゃらし
圏外とありそれからの石切り場

包帯を解くとはじまる放浪癖
約束を追いかけている午後の森
かさぶたの下を流れるさむい地図
雨降りつづいて地動説をうたがう
川底を這っている僕の寓話は

夜が明けて筆頭家老フラダンス
暁の渡り廊下に鮭茶漬け
手招きに朝陽の臍が見えてくる
寅の刻までには帰る笑い隊
さよならへ白々明ける絹豆腐

森茂俊

前田一石

内田真理子

茨木

玉野

京都
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風鈴に出世払いの軒を貸す
御見通しだろうな固いバスタオル
ヘラヘラと事情聴取おぼろ昆布
舌鋒と膝関節は個人です
受付を通り晴れがましい茗荷
少年に贈る干潟の多い海
転勤と左遷で地図が擦り切れる
恋人不機嫌ケータイに砂が降る
春に出る鬼に折伏試みる
難民の錨ていよく流される
春四月二階に本を積んだまま
放浪の丸洗いする夏帽子
含蓄の写真を飾る詩人の死
ガラス越しに鼻くつけて見る地獄
丸刈りの兵にはいらぬ櫛も捨て
半歩先の虹がぺたぺた貼ってある
切り取れる時間のなかのスープ皿
八月の斜断機挑む濁った時空
善悪は変るか不意に縄の蛇
葉ざくらの不義密通は浮上せり

京都

岡山

姫路

相模原

岩根彰子

瀧正治

小野多加延

松原典子

岡山

姫路

前田芙巳代
無選別のおかき記憶がもどらない
ブランコの揺れるあいだに死後硬直
キャベツ高騰ひつじを数えはじめる
不器用に産まれバナナの皮をむいている
標的は標的のまま老いるべし
柴田夕起子

青森

枇杷の種全部並べてから捨てる
大きくまとめると歯医者はいらない
山田洋次は金太郎飴である
踊り子は辞める覚悟の靴をはく
恋人はてのひらサイズお取り替え

滋野さち

岡山

慰安婦の記事の真裏の開花宣言
原発も基地も見てきた山ざくら
「痛恨」と言うとヘラヘラする歴史
屈葬に折りたたまれていく祖国
花叢に押しこんできた蛇の耳

江尻容子

あんたも一人ですか暗いですねえ
白い箱へ最敬礼をして帰る
ごね得が哲学さくら青く咲く
すがりつく河馬すがろうとしない鳩
ぬけ殻を月の障子にぶらさげる
かたくなな殻をこつんと石の橋
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ふし穴は二つこの世を行き来する
ぬれおかき献体をする霊柩車
おし置き一夜 一夜の灰汁を流し切る
聞かなかったことにしておく目鼻立ち
日焼け止め腹案というかくし芸
チューリップ開脚運動おこたらず
口紅の赤をころがす方程式
血を流したことなどとうにイチゴパフェ
泡立て器みんなまとめて盛り上げる
穴の手が抜けなくなった深い霧

畑佳余子

酒井麗水

えんじぇる

国方艶子

津山

旭川

大津

高松

東 おさ む

飯島章友

西 村 みなみ
痒いところがあめかんむりになっている
いもうとが呼んでいるので梢まで
あんた誰一級河川に聞いてみる
葉桜に見られ廊下になっておく
問いただしても缶のふり瓶のふり

島田

岡山

東京

高松

野に群れる草食系よ蜂起せよ
眼裏に鯨一頭白い海
梅雨の晴れ間に並べて干しておく臓器
人間ドック家宅捜査も午後三時
言い聞かすことあり風船正座せよ

息止めていてくださいね羽化します
紙風船うすずみいろの（来て）をいう
まだいいじゃないの火照った柿茶です
ゆくりなく鶏の声出すかすていら
じいちゃんが死んだ百葉箱の下

川路泰山

犬ふぐり生きる匂を携えて
道草の命一輪掌に語る
天成の可憐さ鶴首が似合う
鳥兜が笑う曙の虚ろ
花吹雪影絵の中のうろたえへ
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柔らかい石を拾って捨てました
父さんを鉄腕アトムと呼びなさい
ゆっくりと戦場へ行く夏の雲
テッペンカケタカ早期退陣説
マニフェストこぶらがえり症候群
たじろぎもせず注射針は 度
採血の詳細 ほたるは闇に消え
花たべて花と病んでる絵空ごと
ウンメイのいたづら裁かれてばっかり
惨劇はつづく お買物バスが通る
30

東京

津山

愛知

加古川

安藤映

斉藤幸男

松本藍

や まも とじろう
逃げ道を憶えきれずに耳を病む
バイアスを躓きながら駆け抜けり
すりあわすあちらこちらのためらい傷
学らんと時間の砂をばら撒きに
曖昧な顔を夜までもたせている
この指に止まれ感電死をあげる
午前四時タオルケットは干しなさい
曲線はあっけらかんと熟れている
もう一度蕾をつけるビタミンＥ
着飾った舌の下には導火線
わが顔にそぐわなくなる厚化粧
喜劇役者の素顔とっても喜劇的
厚揚げと議論を避けている豆腐
大勢が立ち止まるので前へ出る
仏像を離れて大きく息を吸う
ザラザラと砂が邪魔して歩けない
わたしだって空豆が好き欲しかった
とんとととん箱が深くて出られない
パラパラパ五月の光おちてくる
吸いこんだ空気６月のためいき

空焚きの鍋が増えてる汽水線
モザイクを掛けた絆が揺れる窓
レリーフを伏せて突風変わす性
今時の若者老いてガラス片
からたちの棘と見ていた脚線美

竹本妙子

牧田浩子

倉敷

岡山

竹内ヤス子 東京
スカイツリーいい死場所ができますね
クレマチスは動脈硬化青ざめて
龍馬暗殺アイドルは斯く生まれ
リモコンで呼ぶ天平の仏かな
ごめんまだ生きてニガウリ植えている
植 田 眞 佐 美 加古郡

瞑想の鳥にもなれず空を食う
丸描いて微笑む稽古くり返す
ウインドに姿見る時つい 桜
家計簿も遊んでしまう連休日
七十路今はしかくい達磨さん

人の世のゲームに飽いた乾電池
火宅を抜けて銀色の鳥になる
絶叫をすると水平線がうごく
椿の樹裏側にある爪のあと
笛の穴のぞいて神の手を探す
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玉葱の不起訴処分を食べている
桜にはなれずじまいの木瓜の花
掴もうとすると突然蛇になる
訳あって牛蒡一本提げて来る
参道に五足の靴の話し声

馬 場 ゆう 子
久留米

愛知

高砂

加古川

ふゆのゆふ

北 詰 と し子

関本久子

もっととはあまり言わない弁財天
憂色をのぞかせ桃が日和待つ
真っ当な噂話にガムテープ
シール貼り柱の傷も晴れ晴れと
詩の欠片しまった場所が分からない
一言の愚痴に棍棒とんでくる
片棒をかついだ友の背が曲がる
母さんの鼻息荒い村祭り
旅に出て春と冬との棒にあう
観音の里おびやかすバスの群れ
真夜中に起きた三日月笑ってる
俺たちも調理実習させてくれ
真夜中にひらめくことは寝ぼけてる
人並みなことがないのですごい人

伴奏に続く携帯トイレかな
直腸を抜ければ皇居前広場
葬列を横切る行書体家族
妖精はピアノに潜る稽古中
羊歯類に雨後の両脇固められ
貴婦人の睫毛に触れる警護兵

閉め切って襦袢のキムと詰将棋
黒飴のべとりと落ちて男梅雨
絵の頃はよかった腐らずに済んだ
血を知ってから描けないモンタージュ
風景の一部に謹慎中の父
誰の手で打たれて死ぬか蚊の羽音

腰パンの祖母はパンパン祖父はヒモ
腰パンの元カノ今カノ京鹿子
樹下美人・樹下不美人も腰にヒモ
ひらひらと男を誘う腰のヒモ
腰パンはアンパンマンの手下である
腰パンも挙げ句に知ったヒモの味

丸山進

大阪

瀬戸

神奈川

くんじろう

渡辺隆夫
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鳳凰の首を飾って影ふたつ
角砂糖触れあうことは苦手なり
列車から子供二人が消えて夏
省線に逃げる紅コント団
芋粥の苦さ忘れて黄泉は明るい
鍵盤に手を触れもせず白髪染め
目につつじ記憶に真っ白なカード
食卓をめぐる三機のエノラゲイ
抽斗のうちに人魚の貌ただれよ
木が割れる音聴く耳に木は割れて
不信感リュックに兎入れてくる
琵琶湖まで爪をきゅっと尖らせて

ラーメンをすする鴨川流るべし
債権の端をくわえて白鷺す
蒼天のヤシの実ほどの悪意なり
円卓の花が枯れなばひと括り
標札を燃やして人を見にゆかん
死ぬまでのその夜その夜へ通す腕

小池正博

湊圭史

筒井祥文

大阪

京都

京都

さかまつげなり朝蝉降り来るをやめよ
頸骨のすき間に鳥がいて饒舌
巧拙を問う献上の雉の声
双子座駅の初老のゆで卵売り
水面をめくる見上げてくる肉球
木霊ふりつむ花くりかえし炎上す

体から大きな桃を出す澱み
大地から力 予告は大胆に
わからないからつま先が口を出す
スカラベの死から長引く転換期
だから実をばら撒く芥子菜として
声嗄らすバンカラな箱の中

兵頭全郎

吉澤久良

高槻

京都
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ウィンド・ノーツを読む

いかと。

「対岸」、つまりは橋の向こうの家が、橋を渡ってきた

「バックストロークに出す句はむずかしい」という声を聞

ざり寄る」哀しみに、寺山修司や西川徹郎の世界に通じる、

何度か読み返していると、橋のこちら側から臨む家の、「い

に、土俗的な、おどろおどろしいイメージがつきまとうが、

「死者」へ「いざり寄る」という。インパクトの強い表現

く。だが作品は自分のために書くもので、本誌のためにかく

清澄な生の痛みを感じることができはしないか。

石部 明

ものではない。勿論、主体性をもって日ごろとは違う作品

百葉箱の下

を、実験的に出句する意欲は歓迎したい。

「ハーモニカ」から、単純にイメージされる牧歌的な句で

井上しのぶ

はない。裏山にたわわに実る渋柿は、渋柿であるがゆえに人

同

京都、堀川に架かる「一条戻り橋」は、その名の由来と、

間の視線からはずされ、カラスでさえ寄りつこうとしない。

渋柿に日がな聞かせるハーモニカ

名前にまつわる俗説は、平安の時代から現代にいたるまで数

その柿の木の下で、これも人々の視線からはずされた、孤独

ほらキミも顎干しなさい顎日和

え切れないほどあるようだ。歌舞伎に、渡辺綱の鬼退治で知

な少年か少女か。あるいは作者の精神を仮託した誰かが、

山田ゆみ葉

られる『戻り橋』もある。出征兵士は「戻る」を信じてこの

「甘くなれ、甘くなれ」と、日がな一日渋柿を見上げ、嫌わ

同

橋を渡ったというし、嫁入りの列は「戻る」を嫌って避けた

れた者同士が慰めあうように、ハーモニカを吹いているので

真空の時間 一条戻り橋

という俗説もある。興味深いのは、この橋にまつわるさまざ

あろうか。私たちは生きてゆく中で、心にいつも思いつめた

対岸の家は死者へといざり寄る

まな化身の存在と、残酷な処刑の様子。腕や、耳たぶを切り

の」を言葉にし、生きてゆくことの切ないある断面を、こと

落とすとか、鋸挽の刑とか、死にまつわる恐ろしい話も限り

ばで切り取ってみせる。さまざまに拡散する現代川柳にあっ

ものを持っているのだが、この句は、その「思いつめたも

さて、作品の読みに戻るが、一句目の「真空の時間・・」

ても、このように心に触れる句も大事にしたい。

なくある。
は、二句目の「対岸の家は・・」に辿りつく装置、あるいは

二句目の「顎日和」とは良くも言ったり。ナンセンスなよ

背景としてあると仮説を立ててみた。「真空の時間」とは、
「一条戻り橋」にまつわる、膨大な歴史的時間の凝縮ではな
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あるいは生活に憑かれた「顎」もあれば、不安と孤独に苛ま

いう大女は金糸銀糸のうちかけを纏い、豌豆瘡のデスデモー

ゴリに黄金色のナマクシンの老婆、身の丈六尺はあろうかと

あり、大きく胸の開いた深紅の夜会服の女、濃紫のチマチョ

うだが、現代病の疲弊した「顎」、物欲をむき出しの「顎」、 くなくなと体を捩って踊る一群の先頭は、白い経帷子の男で
れてうつむく「顎」と、無数の「顎」が、交錯しながらクロ

ナ、紫痣のカジモトなどが嬉々としてついてゆく。こんな絢

男を加えてみたいと思いながら、幻想の世界に遊んだ。

この一群に、「御臍には躑躅咲かせて」、着飾った美貌の

のできない聖書の世界ではないかーとある。

爛の光景を一人で見るのは勿体ない。これは滅多に拝むこと

ーズアップされてくる。そして「ほらキミも」と、疲れた旅
榊陽子

人をもてなす甘酒のように、極上の「顎日和」を差し出す。
生え際に生えてきたのはナカジマくん
他のジャンルに遅れをとっているが、川柳でも私性の文学
と言う定説は見直されつつある。作品と作者はイコールしな
い書き方。読者の想像力に託して、自由な読みを許容する作

「ナカジマくん」だという意表を衝いた表現は、作者の中に

ユニークな一句になった。特に「生え際に生えてきたのは」

アニメか劇画の世界が、ことばによって作りだされたような

ここに取りだした句も、現実や「私性」は一切排除され、

は、時代から取り残されてゆくものの、痛みの共有だとすれ

すのはほとんど不可能だが、「わたくしと和文タイプは」

質のものとして「天秤座」だという。その関係性を解き明か

トという語もあった「和文タイプ」も、「わたくし」も、同

の先端をゆく花形であり、憧れをもった職業としてタイピス

もう現実にはほとんど使われなくなったが、かつては時代

いわさき楊子

生まれた、言葉の新しい関係性をうかがわせる。「ナカジマ

ば、神話では正義を計る天秤だとされる「天秤座」に、生き

わたくしと和文タイプは天秤座

くん」は特定の人物を指す固有名詞ではなく、虚構化され、

ることの自負は示されている。ただ、「意地のある画鋲が残

品はすでに、実験の域を超えてかなり出回っている。

記号化された名詞に過ぎないようだし、極論すれば「ナカジ

る掲示板」は、作者がときどき落ちる落とし穴であって、や

富山やよい

険しい山道を、喘ぎ喘ぎ登ってくるボンネット型の古いバ

山道をバスのふりして親しい人

や格言的な句になっていないか。

マくん」は人と決めつけるのではなく、「モノ」のイメージ
江口ちかる

化された言葉と受け取ってもいい。
御臍には躑躅咲かせて練り歩く

久世光彦の『一九三四年―乱歩』に、生暖かく靄に包まれ
た乱歩の夢として、異形のものらが練り歩くシーンがある。
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スに、懐かしさと親しみを覚える人も多いだろう。ここで

は、食い尽さんばかりの形相で世界に襲いかかろうとする。

を探しに「図書館の地下書庫」に降りてゆく。窓もない窮屈

現実には一般は入れないところが多いようだが、古い文献

中川一

ているのだと言う。そしてその人は「親しい人」なのだと言

そうな部屋は、閲覧室の明るさとは対照的に薄暗く、多分、

図書館の地下書庫 発芽する眸

う。困難にあっても懸命に進む人の姿を肯定しているのか。

古い紙やインクの臭いだろう、錆びたような空気が充満して

は、バスが人を連想させるのではなく、人がバスのふりをし

そういう単純な読みとは違う何かがここにはありそうだ。肯

いる。人の訪れた気配に、本棚に隙間なく埋められて、沈黙

にくらりと闇」「鯨の空 遠い出雲は人間紀」など、格調の

人の営みに、特別の関心があるようで、「水痕はマリアに桃

中川作品は、宗教にまつわる物語や、歴史に消えていった

ろう。

と、一冊ずつが「発芽する」ように「眸」をひらく・・のだ

するしかなかった書物がすこしざわめき、「私はここよ」

定であれば「バスのように」であって「バスのふりして」と
井上せい子

はならないだろう。微妙な人間関係の露呈がある。
お互いに嘴であり雨であり

時には全身を嘴にしてつつきあい、ある日は雨となって相
手に沁み込む。なるほど、こういう人間関係もあるだろう。
に、思いがけない飛躍を見せる句と、うまさに凭れた句との

ただ、作者は対象把握と的確な表現力を身につけているだけ
バランスシートの上にある。どちらかというとこの句は、や

えんじぇる

「鉄腕アトム」がほぼ半世紀、高い人気を保持しているの

父さんを鉄腕アトムと呼びなさい

高い言語世界を欲しいままにしている。

は、ロボットである自分に苦悩し、葛藤する人間性に、子ど

環

「ポイントカード」は現代を象徴する語としておかれてい

ポイントカード 水槽にびっしり歯

や巧さが先行していると思うのだが、どうだろうか。

る。効果的な一字空けを経て、直線的に、そして感覚的に現

「鉄腕アトム」を共有してきた世代の誇りをかけて、自ら

もだけではなく、おとなも共感し、自分たちの分身として広

のヒーロー化を目指すスローガンとして、「父さんを鉄腕ア

く認知されているからだという。

た生き物として、取りとめもなく、諦めた会話に時間を浪費

代に切り込んでくる「水槽にびっしり歯」。世界から隔絶さ

するしかなかったが、ある一瞬、この一句が作者の手元で書

トムと呼びなさい」と子どもたちに気恥かしげに宣言する。

れた「水槽に」、沈められている無数の「歯」は、去勢され

かれた一瞬に、水槽も破裂せんばかりに、ひしめき合う歯
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飯島章友

背景には父という存在の希薄さの認識があるのだろう。
じいちゃんが死んだ百葉箱の下

て、「桜」と言い切るいさぎよさ。このあたりを話題にし

て、珈琲でもすすりながら、植田眞佐美の川柳事情など一度

吸い込んだ空気６月のためいき

わたしだって空豆が好き欲しかった

同

安藤映

聞かせてほしいものだ。

り合わせは、それだけで日常から意識世界へずり落ちてゆ

「死んだ」を軸にして、「じいちゃん」と「百葉箱」の取
く。「百葉箱」は本来の使命を終えて、外壁の白いペンキも

閉め切って襦袢のキムと詰将棋

羊歯類に雨後の両脇固められ

小池正博

渡辺隆夫

くんじろう

丸山進

「わたしだって空豆が好き」は二重丸にしたいところだ

腰パンはアンパンマンの手下である

湊圭史

が、「欲しかった」まで言わないこと。そのほかの句も惜し

見える「百葉箱」を、柩と思ったか、格好の死に場所と思っ

芋粥の苦さ忘れて黄泉は明るい

筒井祥文

剥げ落ち、自然と消滅するのを待つように放置されていた。

たか、時々老人がやってきて、安住の地を見つけたようにや

目につつじ記憶に真っ白なカード

小さな扉の蝶番も鍵も壊れていたし、温度計や湿度計も誰か

すらかに死んでいく。そしてとうとう、ウチのじいちゃん

標札を燃やして人を見にゆかん

いところで立ち止まっている。「吸い込んだ空気・・」の感

植田眞佐美

覚は大切にしたい。

も、「百葉箱の下」で死んだ。
同

が持ち去り、空っぽの箱の中には、べっとりと古い落葉が貼

瞑想の鳥にもなれず空を食う

りついているだけだった。遠くからみると白い墓標のように

ウインドに姿見る時つい 桜

吉澤久良

多くの人に共通する意味は、普遍性はあるが、イメージの

兵頭全郎

世界は「誰でもわかる」単純なものにはならない。これらの

木霊ふりつむ花くりかえし炎上す

いた。しかし、毎号の欠かさぬ投句が元気の証しだと思うこ

句の評価は自由だが、少なくとも自分が一つの意見を持つた

わからないからつま先が口を出す

とにしている。さて、「空を食う」のダイナミズムは、かつ

めに、素通りはしないで読んでほしい。

眞佐美さんとは創刊以来、いやそれ以前からのお付き合い

ての作者には考えられなかったが、人生にも川柳にも開き直

だが、前ほど大会などでお目にかかることもなく気になって

ったしたたかさが透いて見える。ウインドに映る自分の姿を
認めて、「つい」と、一瞬のためらいを「一字空け」に込め
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選と評

江口ちかる

手元に、作者を伏せた、八十一句。
僭越ながら、★ひとつから★いつつをつけてみた。

高橋こう子

★×１（物言い付き）
白黒の点滅オレは生きている
増田えんじぇる
「白黒の点滅」がいい！「生きている」は普通に健気。裏切
ってほしい。「死んでいる」ことにしてください。
月光やしゃらんと縞の蛇になる
内田真理子
変身は仮面ライダーみたく力むより、「しゃらんと」がい
い。でもこの「しゃらんと」、作者の小鼻が「どうや」と膨
らんでいそうで。
縞縞が消えたよ羽化をしたんだね
吉松澄子
羽化ならば一目瞭然のはず。縞縞の消失は羽化の現場とは遠
く離れて起こったものなのか。語り手と羽化したものの間に
は深い契りがあったのか。謎だ。
縞縞の卵を産んでしまう朝
榊陽子
異なものを生むという感覚は、既視感あり。「朝」は必要な
のかな。ザムザやら鶏やらを連想してしまう。

★×１（文体）
そんなもんだと段だら縞の答え

どうしても許せないのが縞だった
湊圭史
見て見ぬ振りをするやたら縞
前田芙巳代
誰が何を段だら縞に問うたのか。許されないほどの何を縞
はしたのか、等々。とくとはわからないが、問い詰めたら野
暮だと笑われそうな。匂いの面白さなのか。川柳の文体のひ
とつなのかしらん。

★×１（物語系）
鬼ヤンマ方程式に目を覚ます
馬場ゆう子
縞縞のチョッキが似合う人魚姫
榊陽子
ひたひたと縞に追われて戸を潜る
重森恒雄
じっと見ていると店長は縞馬
やまもとじろう
物語が浮かんでくる句たち。
何の解を求める方程式なのか。「馬大頭」とも書く鬼ヤン
マの頭部、なかでもエメラルドグリーンの複眼の存在感は大
きい。瞼はついていないはずだが、複眼のいっせいにめざめ
る様を想像するとどきりとする。
男装か、ボーイッシュな人魚姫か。「チョッキ」という響き
がチャーミングだ。
「縞に追われて戸を潜る」がいい。だが「ひたひたと」は
行為者にかかる語ではないだろうか。「ひたひたと迫ってく
る」なら自然だが「ひたひたと追われる」はどうだろう。
「ひたひたと迫る縞に追われて」の省略の意図かもしれない
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課題吟「縞」

が、厳密に使うべきだと思う。
「店長は縞馬」楽しい句です。「じっと」は要るかしらん？

★★（★×２）
縦縞を鼻声だけで横にする
丸山進
縦縞って、何だろう。凛と自分を持っていそうなのに、鼻
声だけで横にされるおもしろさ。
横縞で巻き戻される魚のころ
飯島章友
今度は横縞です。時間が戻される状況の映像化。「魚のこ
ろ」は進化の過程の、膨大な時間を想わせます。
永遠を背中の縞で契り合う
丸山進
映画「アバター」を思いました。背に縞を持つ種族なので
しょうか。閉塞感もまたロマンティックです。
★★★（★×３）
手のひらを縞が行ったり来たりする
湊圭史
これも映像が浮かぶ２句。木漏れ日を手のひらに遊ばせた
記憶。あるいはバーのカウンターで切り子グラスを明りにか
ざしたときの。なつかしさと、縞を生き物ととらえたとき
の、たかだかてのひらを「行ったり来たり」するおかしみ。
縞のシャツ水平線を鷲掴み
岩根彰子
シャツをはおる男なのか。ばさっと広がった、張りのある

素材のシャツが水平線を覆うがごとき一瞬。

★★★★（★×４）
縦縞を返してただの水になる
草地豊子
返される縦縞の身体性がうつくしい。返したひとはただの
水になってしまう。これもまたうつくしく。

★★★★★（★×５／コトバ系）
諸肌に王家のＱＲコード
丸山進
言葉が好きな作者なのだなぁと想像。ななめがけにした虫
籠に言葉を採集されているのではないかしら。
遠山の金さんが脱ぐところの「諸肌」、エキゾチックな「王
家」という取り合わせ、そこへ無機なる「ＱＲコード」。湿
り気がないところがすてき。構築感のある一句。
しまげら
粗彫りのまま縞啄木鳥は脱藩す
澤田勝冬
「縞啄木鳥」を「粗彫り」と捉えたところがスゴイ！縞啄
木鳥 シ(マゲラって読むんですね が)木にとまった格好のま
ま、脱藩という一大事へとぎこちなく向かっていく。なんと
も愛らしい。これもまた構築感のある一句。
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次号課題は「鳴る」畑美樹選です。

言葉の波間

そんなわけで、毎日むし暑い物置にこもって埃にまみれな
がら荷物の整理に追われている。

祖母のものと思われる箪笥が二棹・手斧や鋸や雑多なもの
先日来、ぶらりと尋ねてきた甥が、たまたま手にしていた
が詰まった父の道具箱・使わない自転車・長火鉢・お茶道具
棒で、梁をコツンと叩いた。何だか音がおかしい。。他の梁
などなど…。それに大きな本箱が三つ。中には昭和二年・二
を叩いてみると明らかに音が違う。
十九歳で亡くなった伯父（父の兄）の蔵書、大杉栄全集・近
実はその梁を支えている柱は、最近白蟻の被害に合った
代戯曲全集・万葉集古義などが詰まっている。
際、特に痛みがひどかったものだ。しかしその後も点検を続
けんどん
この本箱は検飩と呼ばれるもので（検飩というのは箱の造
けていて、心配はありませんということだったが、白蟻は死
りのこと）、長方形の箱の全面に上下に滑らせ
滅しているものの、梁はすっかり空洞化して
て開閉する扉板がはめこまれている。内部は横
いるらしい。
捨てる
二丁、上下二段に仕切ってある。
早く手を打った方がいいというので、妹の
松永 千秋
最近はあまり見たことはないが、明治・大正
小学校の同級生の設計士に来てもらった。
期にはよく使われたらしい。以前読んだ青木玉
彼は一級建築士で福岡市に事務所を構え、
さん（幸田露伴の孫）の随筆によると、小石川蝸牛庵には、
学校や体育館なども手掛けて頑張っている。
漢籍や和綴本、古書などの露伴の蔵書が、桐の検飩にきちん
何しろ築一五〇年は過ぎているらしい我が家のこと、一度
と収められていたという。
全部点検しましょうということになった。
さてさて、台所の天袋に押し込んでいる古い食器や漆器
その結果、とに角老朽化がひどく、あそこの壁、柱、こっ
類。台所のものも、物置のものも、何十年も手に触れたこと
ちの板戸とたくさんの箇所が要注意だという。これだったら
もないものばかり。ドーンと捨てても何の支障もない筈なの
建て替えが経済的だという。
に、捨て難い。日頃、何もいらないし、欲しくないと口では
土間もきちんと残して、見た目の調和も崩さないように、
言ってるくせに、この執着心は一体何なのだ。
商売抜きで僕がやりますから…。ということで四分の一ほど
所詮物欲から逃れられないのだ。でも、捨てなきゃ！
を建て替えることになった。
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新・現代川柳の切り口 ③
﹁私性﹂と﹁批評性﹂

小池正博

「川柳とは何か」という問いはあまりに漠然としていて生産

い。「私性」の問題はこれからも深めていかなくなくてはなら

ないだろうが、本稿では少し角度を変えて、「私性」からのア

プローチではなく、「批評性」という面から現代川柳を考えて

みたい。「私性」と対になるものとして従来「社会性」という

言葉が使われてきたが、ここでいう「批評性」とは「社会性」

うにしているのだが、私は今のところ「川柳性」の内実につい

ときに批評は先鋭に発揮されるのではないだろうか。川柳でよ

批評意識を持たないものである。逆に、周囲との違和感を持つ

人は周囲の環境や社会と調和して生きているときにはあまり

に限定されない広義の意味の「批評性」である。

て「詩性」「私性」「批評性」のトライアングルで考えるのが

く詠まれる「バス」という題材を例に挙げてみよう。

的ではないので、近頃はなるべくこのような問い方はしないよ

よいのではないかと思っている。「川柳は詩である」という考

論じられるようになってきている。短歌などの他ジャンルから

「バックストロークｉｎ大阪」のシンポジウムをはじめとして

という呼び方も定着している。「私性」については昨年九月の

バスも私も消える肉屋の鏡

バスが来てバスにゆだねるの刑

バスを待つうわごとの木を抱えあい

広瀬ちえみ

加藤久子

石田柊馬

清水かおり

バスを待つあいだのぼんやりした殺意 石部明

え方は河野春三・山村祐などによって展開され、「詩性川柳」

は「川柳でも私性が問題になっているのか」という驚きの目で

バス停に小学生のままでいる

が多い。私自身も《川柳は「思い」の表現である》という考え

かの違和を抱えている。殺意であったり、うわごとのような実

これらの作品における作中主体である「私」はいずれも何ら

「私性」の問題は、「思い」批判という文脈で語られること

見られているようだ。

方を繰り返し批判してきたし、現代川柳は《遊び》→《思い》

する。「私」は消失し、あるいは成熟を停止したまま今もバス

存であったり、バスにゆだねることがひとつの刑罰であったり

けれども、それでは川柳が《思い》ではないならば一体何な

停に立っている。それらの違和感はカタルシスに至ることもな

→《言葉》という流れで展開してきたと考えている。
のだという反問に対してはいまだ十分に答えるには至っていな
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く、沈殿していく。

を発揮しにくいのである。

の力は相対的に弱くなってしまう。川柳の力は断言にあり、そ

とか考え出すと、川柳の風刺の力はおのずから弱まってしま

であった。他者を批判する根拠は何かとか、批評の定点は何か

と喝破したのが渡辺隆夫である。それは一種のコロンブスの卵

このような状況下で、批評は第三者的な立場からでいいのだ

の断言に共感できるだけの社会的ベースがないところでは、力

このような違和感 現(実や自己とのズレの感覚 は)表現者の出
発点だろうが、そこから川柳は社会批評に向かったり自己批評
へと向かったりする。

松本仁

はらわたのどのあたりからくそとよぶか 渡辺隆夫
はらわたから蝶を何匹発たせるか

ためには、批評とはしょせん無責任でいいのであって、他者を

う。批評の矢が自分自身に戻ってくるという悪循環を断ち切る
文体の似た二句を並べてみた。前者は、体内に取り入れた食

風刺したり笑ったりすることに臆病であってはいけないのであ

句集『亀れおん』の序文で松林尚志は次のように書いてい

る。

の刃が自己にも向けられることである。風刺でもたんなる野次

物が排泄物に変わる、生物の機能をストレートに表現してい
すえた句であるが、「はらわた」は社会の喩としても読める。

馬ではなく、加害者に対する怒り、憎しみ、呪詛としての毒が

る。では、その境界はどこなのだろう。自己の肉体を冷徹に見
それに対して後者には、「はらわた 身(体 」)から蝶を飛び立た
せたいという意志がある。蝶は美的存在としてのイメージであ

る。「私が渡辺氏の今後に期待するのは、他者に向けられた毒

る。現実を直叙するやり方は迫力があるが、後者のロマン主義

なければならない」「他者への矢は自己までも貫くことによっ

とだから、批評の定点 基(準 が)必要である。川柳は知の文学と
しての一面を持つのだ。従来の川柳における批評性は、庶民

者にたいする批判的批評と同時に、自己回帰的批評というもの

取ると、風刺の力は弱まってしまうと思われる。けれども、他

が存在しうるのではなかろうか」

て表現者としての責任が果たせる。そこに渡辺隆夫という作家

性・共感性を定点としたものであった。庶民の立場から、権力

批評とは自己の意見に基づいて他者や社会について述べるこ

も捨てがたい。

なり社会なりを批評する。けれども、現在では、批評の定点は

も当然ありうるだろう。

渡辺隆夫の場合、他者への矢が自己までも貫くという方法を

曖昧で、批評の矢は即座に自分自身に帰ってきてしまい、批評
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をよく書いています。この句にも作者の思想の一端を見たよう

「奴隷」の側に立った発想は「強者―弱者」の図式に陥りやす

な気がします」と述べている 本(誌二十九号 。)確かにここには
「眦の深き奴隷」に対するリスペクトがある。権力機構の中で

いが、ここでは「眦の深き」という表現が奴隷の風貌を彷彿と

石田柊馬

言葉と現実は必ずしも一致しない。現実は言葉を裏切る。あ

消しゴムは消しゴム蛹は蛹なり

るいは、言葉が現実を裏切る。「消しゴム」でありながら「消

させ、形象化に成功している。

歌」で知られる、土佐の生んだプロレタリア詩人である。当時

おりは槙村浩について書いている。槙村は「間島パルチザンの

本誌三号に掲載された「言葉の背後」という文章で、清水か

しゴム」ではない状況を前提として、しかし「消しゴム」はあ
「消しゴム」と「蛹」についての二つの断言がある。では、そ

くまでも「消しゴム」なのだという断言が成立する。ここには
の関係はどうか。他者を消すことによって自らも磨り減ってい

私は清水の作品の「詩性」の部分しか見ていなかったので、彼

知を訪れた際には高知城のそばの「間島…」の詩碑も見にいっ

女がなぜ槙村を取り上げたのかが不思議であった。それで、高

たりしたのだが、清水かおりの作品の根底には「詩性」と同時

く存在と、別のものに生まれ変わる一歩手前にある存在の微妙
言葉と現実との乖離を意識するとき、イロニーという方法が

な取り合わせによって作品が成立している。
思い浮かぶ。イロニーは現実と言葉とのギャップをその本質と

に「批評性」があることを見落としてはならない。

飯田良祐

暗殺者であろうか。けれども、実朝を死に追いやったのは経済

暗殺された実朝の首を経済産業省に持参する。持参するのは

経済産業省に実朝の首持参する

する。現実が過酷であるときに「世界は優しさに満ちている」
というたぐいの言葉を発するときに、その現実とのズレ・落差
が激しければ激しいほど皮肉は強烈となる。主観的語彙は常に
両義性を持っている。
清水かおり

りえないのだが、現代と鎌倉時代という二つの時代をミックス

眦の深き奴隷に一礼す

「バックストロークｉｎ大阪」で樋口由紀子はこの句を取り上

することによって、プロテストの表現に成功している。この句

産業省の方かも知れないのだ。現実にこの句のような光景はあ
げて「意外なようですが、清水かおりは社会性川柳に近いもの
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の根底にあるのは憤怒である。

である。「批評とは他人をだしにして自己を語るものだ」と言

ったのは小林秀雄だが、批評にはそのような面があるのは確か

である。即ち、「批評性」と「私性」とは連動しているのだ。

柳のもちまえである」「事物の姿を直観して、それを抽象的に

る観点から眺めて、警抜でかつユーモラスな観察をするのが川

「人生の諸相を極度に圧縮し、これを皮肉とうがちとを主にす

いう大阪から出ている川柳の専門誌に書いたことがあった」

や、エピタッフ Epitaph
、即ち警句
いえば、エピグラム Epigram
詩や碑銘の類に似ているという意味のことを、『三味線草』と

ム」の章でアフォリズム 箴(言 と)川柳の類似について述べてい
た。「私は二十年ほど前、日本の川柳が、ヨオロッパの詩形で

いような作品である。吉田精一は『随筆入門』の「アフォリズ

ラ・ロシュフコーの『箴言集』の中にあっても不思議ではな

とするが、俳人の一部にも「物」の本質を五七五で詠みとめよ

すぎない。哲学者は事物の影ではなく、イデアの世界を見よう

を見ている。人間が見ているのはそこに映っている事物の影に

えた。人間は洞窟の中で光源とは逆向きの位置で洞窟の奥の壁

うに成立するのだろうか。プラトンは現象をイデアの影だと考

えるのが文芸であるとすれば、川柳においてイデア論はどのよ

言われる。イデアの影である現象から存在の本質的な姿をとら

的言説をのべることは困難になっている。

の日常的な感慨がすでに効力を失ったからであろう。批評性の

る川柳が書きにくいとすれば、社会常識に寄りかかった「私」

佐藤みさ子

でなく、感覚的にとらえるのは日本人のとくに秀でている技術

り」と言ったのもこのことだろう。それに対して川柳は「こと

あおむけになるとみんながのぞきこむ

といってよいかもしれない」

の見えたるひかり」ではないだろうか。

従って、批評性の深化とは私性の深化である。いま批評性のあ

現代川柳の場合、皮肉と穿ちだけでは批評の観点 定(点 を)カ
バーしきれないが、事物の姿の直観は深い内面性と結びついて

川柳の批評性が実現するだろう。

「こと」の本質を詠みとめることができたとき、真の意味での

変転きわまりない世界の中で、現象の影だけではなくて、

うとする考え方があるようだ。芭蕉が「ものの見えたるひか

俳句が「もの」を詠むのに対して、川柳は「こと」を詠むと

衰弱は私性の衰弱であって、批評の力を薄めることなく、批評

いる。この次元でのアフォリズム的川柳の書き手としては、佐
批評とは社会や他者に対するものだが、他者を批評すること

藤みさ子を置いてほかにはいない。
を通して「私」というものがいやおうなく表われてしまうもの
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点と点つないで家族になっていく

大橋一弘

前田ひろえ

写真
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第三回ＢＳおかやま川柳大会

2010年4月10日

第三回ＢＳおかやま川柳大会にご参加いただき、ありが
とうございました。
おかげさまで、バックストローク春の恒例行事として定
着してまいりました。これからもどうぞよろしくお願いい
たします。

参加者の皆さん

中山一新
福力明良
北原照子
井上一筒
木下草風
小池正博
前田芙巳代
森田律子
伊藤かぎう
篠原和子
徳長怜子
八上桐子
高橋ふでこ
丸山進
松本藍
平賀胤壽
笠嶋恵美子
本多洋子
しばたかずみ
中村せつこ
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前田一石
きりのきりこ
草地豊子
井上早苗
斉藤幸男
山口流木
竹本妙子
西村みなみ
畑佳余子
前田ひろえ
柴田夕起子
松原典子
石部明
兵頭全郎
久恒邦子
桑名知華子
北川拓治
牧野ねえね
山下和代
松原敏和

河添一葉
酒井暁美
安黒登貴枝
清水かおり
石橋芳山
辺安子
たむらあきこ
岩田多佳子
真神昌子
榊陽子
吉松澄子
ひとり静
佐藤文香
樋口由紀子
田中博造
田中峰代
内田真理子
岩根彰子
安原博
畑美樹

松永千秋
野口裕
湊圭史
牧田浩子
石田柊馬
井上せい子
小野善江
佐々木ええ一
多田誠子
山田ゆみ葉
堺利彦
原田否可立
筒井祥文
森茂俊
吉澤久良
井上しのぶ
くんじろう
酒井かがり
江尻容子
高橋こう子

富山やよい
中西軒わ
原脩二
渡辺春江
永禮宣子
前原勝郎
いわさき楊子
江口ちかる
保田悠詩
塚本敏子

（順不同・敬称略）

第一部﹁石部明を三枚おろし﹂
樋口由紀子
石部明

小池 明さんのブログを拝見しますと随分とお忙しいようです
が・・・。

樋口 明さん・・はじまっているよ。
石部 アア・はいはい・・。

小池 いつ川柳をお作りになっているんですか。

石部 川柳をいつ作るかとか考えたこともありませんが、若い

小池 みなさんこんにちは。バックストローク岡山川柳大会で

め切り間際に四苦八苦しています。机の前で句を作ることはあ

んをひろげて、そこで作ったりしていましたが、最近はもう締

最近はそうもいきません。つい最近までは句会や大会では句せ

頃は口からこぼれる言葉がそのまま川柳になったものですが、

すが、三回を数えまして、本日は「石部明を三枚おろし」とい

りません。新子流に言うと空中掴みどり、車の運転とか何かを

ますが、質問のある方でまだ出されていない方は私のほうにお

お手元のほうに石部明への質問用紙を配らせていただいてい

小池 若い頃にはカラオケのマイクを握りながら句を作ること

ます。

ん。それで後で記憶に残っている句が私の句ということになり

という感じで何句もできることがありますが、メモは取りませ

しながら言葉が押し寄せてくるのを待ちます。「きたきたー」

願いします。時間の関係で全部は取り上げられるかどうか分か

もあるとうかがったこともありますが、では常套的な質問です

が、川柳をお作りになるきっかけはどんなことでしょうか。

りませんが、この機会ですので、後でも結構ですから宜しくお
いたします。

願いします。それでは石部明、樋口由紀子、小池正博でお届け

が「石部明を三枚おろし」に落ち着きました。

うテーマでございます。「石部明に対する１００の質問」と

小池正博

か、「石部明を質問攻めにしよう」とかいろいろ考えたんです

書 草地豊子
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００円昼食付きとあって、これは日曜日の暇つぶしには丁度い

元の文化祭川柳大会というチラシが目について、それも会費５

石部 これはですね。川柳のセの字も知らないのに、ある日地

入られた結社はどこになりますか。

っかり川柳にはまってしまわれたとお聞きしていますが、最初

小池 いやいや、その後初めて行かれた大会で５句抜けて、す

柳や俳句の知識は、五七五ということ以外は何も知らないなり

「和気川柳社」から「ますかっと」ですね。

石部 岡山にあった「ますかっと」というところです。地元

いかと思いましてね。行ってみることにしました。ですから川
に、言葉への興味というか関心はあったのだろうと思います。

が、これが当たりましてねえ、その日の一等賞になってしまっ

っぽ向く夫婦とすれば面白みがでると、まあ単純な発想です

ところで 笑( 、)面白くなければ、それをひっくり返せば面白く
ならないか。仲のいい夫婦は面白くもなんともないけれど、そ

のが川柳かと失望しましたが、ここからが石部さんの頭の良い

されている句にはそれが反映されていない。えっこんな単調な

は皮肉だとか、滑稽だとか、風刺だとか書いてあるのに、紹介

とか、夜なべしている母に手袋縫ったとか 笑(い 、)まあそんな
句はありませんでしたが、言葉にまったく刺激がない。解説に

れが、開いてみてまったく面白くない。定年の父に花束贈った

で『近江砂人の川柳入門』というのを見つけまして、しかしこ

ですが、これが川柳関係の書籍は一冊もない、やっと何軒目か

ましてね、入門書のようなものはないかと本屋を廻ってみたん

花はすでに情念作家として、博多

ですけれども、メンバーの西山茶

る合評会が特徴でしたね。少人数

り激しいケンカというか議論をす

ては進歩的なグループと言われて

こめの木グループは、岡山にあっ

ことで途中から参加したんですが、

石部 私は平野みさがいるという

参加されていたと聞いていますが、どんなグループでしたか。

います。こめの木グループというのが岡山にあって、明さんも

のとき、平野みささんのことを書かれていて大変印象に残って

小池 「川柳木馬」の「昭和二桁生れの作家群像」石部明特集

しかし、まったく予備知識のないままに行くのもどうかと思い

た、…これから先はえんえんと自慢話が続きますがいいです

の泉淳夫、東京の山村祐、片柳哲

いて、全員で６名でしたが、かな

か。
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れる不思議なグループでした。

なり挑発的な議論を挑んでくる。それでもなんとなく和が保た

が自慢の行本みなみという変わり者がいまして、誰彼なしにか

したし、「川柳木馬」に本人の依頼で渡部可奈子論を書いたの

郎さんなどに高く評価されていて、岡山では一番の人気作家で

今日会場に来られている前原勝郎それに私の６人ですね。

今日の選者でもある前田一石、徳永操、長町一吠、西条真紀、

出版記念会をやろうということになったわけです。メンバーは

の句集の紹介とか、取り上げてくれたりして、それなら合同で

ーズが、地元の出版社から出されて、地元新聞社でも６人個々

小池 さっき申し上げました「川柳木馬」の石部明特集で、作

いう講演をお願いすることにしました。ところが、哲郎さんの

うご本人の評論を軸にして、それに６人の句集鑑賞を加えると

ゲストに片柳哲郎さんをお呼びして「現代川柳の美学」とい
者のことばとして、平野みさの「菜の花や母はときどき狂いま

す」という句を引用されていまして印象に残っていますが・・。 お話を聞きますと、川柳は愛だとか、命だとか、勿論、皆さん

とに私の句がエロスとタナトスとか言われるようになったの

なって、川柳という文芸はここまで書けるのかという驚き。あ

の鮮烈なイメージと「母はときどき狂います」の衝撃が一句に

石部 この句を見たときは衝撃的でした。揺れる菜の花の黄色

柳で大嘘を書いてみたい」と言ったんです。実は私ももう少し

るし、それで私はこの場の空気を少し変えたいと思い「私は川

命をかけて川柳に向き合うとか、ご自分たちの信念を披歴され

するんですが、ここでもまた境涯派の長町一吠、西条真紀も、

違和感があって、その講演のあと、６人それぞれにスピーチを

は感動しながら聞いていらっしゃったんですが、私は何となく

は、この句が原点にあったのではないかと思っています。

ますが第一句集『賑やかな箱』ですね、そのあと「岡山の風・

小池 年代順に話をお聞きしたいと思いますが、ちょっと飛び

んな方をお願いしたわけですが、由紀子さんも来てくれていま

んの顰蹙をかってしまうことになります。それから選者にいろ

原稿なしに、大嘘を書く理由としてくだらない話をして、皆さ

行儀のいい原稿は用意していたんですが、咄嗟のことですから

６」、これがまた明さんの川柳人生の大きな意味を持つイベン

樋口 ハイ、私はただの参加者でした。

した。
年でした。『岡山県川柳作家１００句抄』というシリ

トであったように思われるんですが、どんな会でしたか。
石部

88
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うにして 万ほど作りましてね、選者の礼金や交通費に充てた

台とか給湯器メーカーなどから、宣伝費名目で、半ば脅しのよ

ましたから、酒関係のメーカーとか卸屋、私はステンレス流し

酒屋をやっていた長町一吠と、私も建築関係の事業をやってい

石部 選者に東北の野沢省悟を呼びたいが予算がない。それで

ますね。それはどういうことからでしょうか。

して、「ますかっと」のほかに「ふあうすと」にも入られてい

るようです。「岡山の風・６」のことはこのくらいにいたしま

きしたいと思っていたんですが、今はまだ選者室にいらっしゃ

小池 ここで本当でしたら前田一石さんにも当時のことをお聞

っています。

小池 いいんですか、そんなことおっしゃって・・。

石部 この「ますかっと」というのが面白くないんですねえ。

のも、褒められたことではありませんが、懐かしい思い出にな

―大嘘を書く

石部 いや、私はですよ。面白いと思う人がいっぱいいてもい

小池 私などは明さんの「川柳に大嘘を書いてみたい」そのこ
とが強く印象に残っているんですが、そういう文脈でのご発言

いし、私は面白いと思わなかったということなんですが、た

だ、寺尾俊平選の「第三雑詠」というのがありまして、これが

だったと思います。樋口さんはその時のことを何か覚えていま

樋口 明さんは顰蹙をかったとおっしゃいましたが、私などは

たんですが、俊平さんの友人ということで、当時「ふあうす

れだけでは物足りない、で、俊平さんと行動することが多かっ

日この会場にいる松原典子さんも投句の常連でした。しかしそ

すか。

命、いのちと言われてうんざりしていたので、明さんの話を聞

当時で言う革新系の作品というか、結構刺激になりました。今

いてやっとほっとしました。「大嘘を書く」川柳もありなんだ

入った当時は、今も尊敬している中川一さんが第一線で活躍

と」副主幹の田中好啓さんにお目にかかることが多い。それで

されていたぐらいでしたが、それ以来ずっと、成り行き任せで

「ふあうすと」に誘われたんですね。

新聞が広がっているのを見るのも、脱いだ靴下が散らかってい

と安心しました。それと、明さんはその時、読んだ新聞は散ら

るのも嫌いだとおっしゃったんです。明さんは悪人ぶっている

今も同人です。ふまじめに同人で申し訳ないと思っています。

かしたままだし、脱いだ靴下も脱ぎっぱなしにするが、読んだ

けれど、本当は繊細な人なのだなと思いました。
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小池 「ふあうすと」で泉淳夫さんとお話になったことがあり

ら、津山の前夜祭に参加するのですが、顰蹙をかってでも行き

みんな、川柳が大好き人ばかりでした。家族に顰蹙をかいなが

なって、こちらから話しかける勇気はありませんでしたが、

石部 第二回大会の前夜祭で、たまたま宴席が淳夫さんの隣に

した。

たいと思わせるものが当時の前夜祭にも津山の大会にもありま

ますか。
石部 泉淳夫さんはすでに九州で「藍」を結成されていました
で、「藍」を読んでみますと、淳夫さんだけでなく、酒谷愛郷

から、「ふあうすと」でお目にかかったことはありません。
とか野田伸吾とか、いい作品を書いていましたね。私とは書く

「明さん、注目させてもらっていますよ」と声をかけてくださ

句に動きがないといけません。動きのない句は人のこころを動

った。舞い上がるほど嬉しかったのを覚えています。「川柳は

かすことができません」といわれ、「最近は最初から静止した

ものは違いますが、これは本物集団だと思って、誌友として勉
泉淳夫さんとお話ができたのは、津山川柳大会の前夜祭のと

強していました。
きです。 年に教育委員会主催で始まった津山大会は、全国か
ら錚々たる選者が集まりますから、その人たちとお目にかかれ

える、」そんな句が作れるといいてすねと言われたことをはっ

ままの句が多くてねえ」とこぼされ、「風が見える、音が聞こ

50

の夜の街に繰り出したり、冬二さんの空気に触れると川柳が上

に押しかけて深夜まで話しを聞いたり、冬二さんを囲んで津山

会うというのは大切なことで、私たち後発の世代にとっては、

小池 いろんな川柳家と、実際に面と向かって話を聞いたり、

柳のおもしろさやむずかしさを知ったように思います。

時代に戻ったような、みんな純粋で、雑談の中であらためて川

樋口 冬二先生を囲んでの雑談は本当に楽しかったです。学生

けではなく、短詩型全体の遺産にすることは大事なことと思う

れませんが、過去のすごい川柳家を外に出して、川柳界の中だ

作家の一人ですね。今のわれわれとは書き方も少し違うかもし

の方に作品をお見せしたら、これは凄いとおっしゃる数少ない

存じ上げない方が多くて残念ですが、泉淳夫さんなんかは俳句

なっていました。由紀子さんたち数人と、定金冬二さんの部屋

す。初めの頃はおんぼろ旅館で、それがかえっていい雰囲気に

40

手になるような気がしていましたね。

きりと記憶しています。

る前夜祭は毎年賑やかで、 ～ 人も集まっていたと思いま

78
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んですが、これはまた別の機会に・・。
― 高知へ

されていたのを、俊平さんの横で聞きながら、川柳にこれだけ

ひたむきになれる凄さを感じていました。他に北村泰章、古谷

来い」と、で、翌日、明さんが行かれたらね、俊平さん曰く

高知に行かれたと、酔った俊平さんが「明ちょっと高知へ出て

さんのことを書かれていますね。寺尾俊平さんに呼びだされて

とになって、大破さんの部屋について行きましたが、シングル

まるホテルもない。「じゃ私の部屋においでなさい」というこ

ずれにしろ、私はいきなり高知に飛び込んだわけですから、泊

ものをしたように覚えています。岡田俊介さんもいました。い

たか、次の日だったかに北村泰章さんのお宅で合評会のような

恭一、皆さん若かった。いえ、私も若かったですよ 笑( 。)
それで、高知駅で大破さんが迎えてくださって、その日だっ

「明、オマエなんでここにいるんだ」と、「先生それはむご

小池 そうしましたら、これは「ＭＡＮＯ」の 号に海地大破

い、夕べ電話ですぐ来いとおっしゃったではないですか」とい

の狭い部屋にホテルの簡易ベットを持ち込んで、ご自分は粗末

なベットに横になって、十二時すぎまで、木馬のこと、展望の

うような話も印象に残っているんですけど、これは正直言いま

が、私の中に大破さんに会えるかも知れないという期待もあっ

悪いですが、結局は酔っ払いの戯言に振り回されたわけです

石部 ハイ、おっしゃる通りの経緯ですが、まあ俊平さんには

トに横になったままの大破さんが、月明かりに手帳をかざし

布にもぐって、そっと毛布の隙間から覗いてみますとね、ベッ

っている。ギョッとしましたね。私は怖がりですから慌てて毛

と、暗がりに、二本の腕のようなものが窓明かりの中でさまよ

てくださった。で、寝るわけですが、夜なかにふと目を覚ます

したら海地大破さんに会いに行かれたんですか。

た。私の中の大破像は、「いつでも冬を抱えている」と「川柳

こと、新子のこと、とか寝るのも惜しいぐらいいろんな話をし

展望」に書いたこともありますが、そればずっと後のことで、

て、川柳を作っている姿だったんです。これはある意味すさま

は大破さんには内緒の話です。

すとね、これはもう川柳に憑かれた妖怪でしたよ。いえ、これ

じい光景でしたね。びっくりして、そっと大破さんの顔を見ま

中上健次の小説に通じる、血のこだわりと骨太の無頼を感じて
いました。
大破さんに初めてお目にかかったのは「川柳木馬」創刊の報
告に、寺尾俊平さんを訪ねて津山川柳大会においでになった時
ですね。高知の川柳の古い体質に風穴を開けたいと熱っぽく話
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とを聞いておられませんか。

水かおりさん、なにかその頃のこ

小池 ありがとうございます。清

たかったのですが、「キミはまだ無理だ」と連れて行ってもら

ザネシンコの大会があるから行くという話を聞いて、私も行き

だったと思いますが、地元の人たちが、姫路でカクシンのトキ

でわかったことですが、朝には勇ましく出かけた地元の人たち

えなかった（笑）。それが「川柳展望」発刊句会だったのは後
石部 まだ生まれてないでしょう

が、帰ってくるなり「あんなのは川柳じゃない」と吐き捨てる

怪の一種だろうかと思ったものですが、ならばその妖怪を一度

ように言っているのを聞いて、当時はまだ耳で聞いていただけ

笑( 。)
小池 生まれてない 爆(笑 、)いや
いやそんなことはない。大破さん

は見たいものだと。

り、 年に会員になりましたが、それ以前に、ちょっとした言

その後俊平さんの紹介で「川柳展望」を購読するようにな

のカクシンとは何だろうか。カクシンのトキザネシンコとは妖

も毎年来ておられますから、今日
もお目にかかれたら大破さんにも
お話を聞かせていただこうと思っていましたが・・。
― 時実新子

葉の行き違いで、数年間、口もきいてもらえないという時代が

との出会いだと思います。それまでは句会、大会などで活躍さ

望」から「川柳大学」のあたりは樋口由紀子さんにマイクをバ

小池 ちょっと私と一問一答になっても困りますし、「川柳展

あって、その経緯をお話してもよろしいですか。

れていたようですが、新子さんの句に出会われて、これだっと

75

間、口もきいて貰えなかった理由をまず聞かせてください。

樋口 ハイ、そこまでおっしゃってくださったら、その三年

トンタッチしたいと思います。

小池 石部明さんの川柳人生で、大きかったのは時実新子さん

79

思ったとあちこちで書いておられます。それで「川柳展望」に
入られたのはいつ頃ですか。
石部 その前に私が川柳を始めたのは 年の、文化祭の頃です
から十一月ということになります。その翌 年のまだ早い時期
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がいけなかった。新子さんの革新嫌いは有名な話だそうです

ら、革新の最前線にいらっしゃる新子先生・・と書いた、これ

せ私にとって新子さんは「カクシンのトキザネシンコ」ですか

が、それでやめとけばよかったのに礼状を書いたんです。なに

くださった。作った本人がそうですか・・という感じでした

が、「手をはなす」に意味がある、といった感じの読みをして

句が話題になった。新子さんが、「手をつなぐ」なら平凡だ

いですねえ 笑( 。)で、その頃『川柳』という総合誌がありまし
て、新子さんと恵美子さんの対談があった。そこで、この特選

だったかな、ねっ、すごいでしょ。・・誰もすごいと思ってな

が特選になりましてね、「青空が見えてふたりは手をはなす」

石部 当時、岡山の西大寺川柳大会で、森中恵美子選に私の句

評価はされてたんですね。

らなかったんですか。それとも口はきいて貰えなかったけど、

れていますね。新子さんも選者でしたよね。新子さんの点は入

なのかと目を見張りました。明さんは第五回火の木賞を受賞さ

教室にプロの歌手が来たような、プロの川柳人とはこういう人

柳教室に来られたのが、明さんと最初のご対面です。カラオケ

樋口 そうでしたね、よく覚えています。その関係で姫路の川

だと思います。

ころは、私が仕切ったと思います。これは由紀子さんもご存じ

わせにご一緒したり、準備から当日まで夢草さんの手に余ると

場は今日とおなじこの「まきび会館」で、その下見とか打ち合

石部 どうしてですかねえ、お目にかかることも殆どなかった

すか。

樋口 そしたら、どうして口をきいて貰えるようになったんで

きたんですが、もう展望を知らない人も多いと思いますが、明

樋口 明さんが受賞されたときの「川柳展望」をここに持って

間よく辛抱してくれましたね」と労われましたね。

もうお怒りは消えていたようです。それでも授賞式では「長い

が、そんなこと知りませんしねえ。

石部 火の木賞受賞は 年です。岡山大会はその前ですから、

ですから、特に不自由とも思わなかったし。あっそうそう・・

さん若いです 笑( 。)明さんは展望のトップスターでしたから、
近寄れません、遠くからそっと見ていました。

87

年だったか、「川柳展望」岡山大会の時、突然、岡山の世話
人になってほしいと言われまして、勝手なお人だと思わないで
もなかったんですが、お許しをいただくチャンスでもある。会
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石部 大げさだなあ、でもそれももう逆転されてしまいまして

特有の嗅覚でいち早く時代を先取りしたのかもしれない。「川

宣言した。あれっ、と思いましたが後で考えれば、これも新子

作りやすいわけで、女性たちが安心して川柳に取り組める土壌

く。母の句を作ると褒めてもらえる。まあ初心の頃は母が一番

柳大学」では、良妻賢母的な川柳にゆっくりと舵を切ってゆ

ねえ 笑( 。)
樋口 それから「川柳大学」に入られましたね。「川柳展望」

それでも、新子の思想と時代がマッチしたタイミングの良さ

を作ったとも言えます。

と「川柳大学」はどう違いましたか。
石部 一口に言えば初期の句集『新子』『月の子』と、『有夫

展望時代の新子さんはひたむきだったし、「妻を殺してゆら

く」ということの是非を問えば、また別の評価になるかもしれ

子』『月の子』など『有夫恋』以前の新子作品は、「思いを書

少なくとも『有夫恋』以降に見るべきものはない。しかし『新

で時代の寵児であったことは間違いないし、新子という時代を

りゆらりと訪ねこよ」ではありませんが、颯爽とした背徳感で

ませんが、一つの時代を炙りだすという意味では、かなり大き

確立したことも川柳にとって大きな功績だと思っていますが、

私たちをしびれさせてくれましたし、新子自身が自分に問いか

恋』の違いということになります。と言っても分かりにくいで

けるようにさまざまな問題提起もあった。ところが、『有夫

な評価を後世に残してもいいのではないかと思っています。

すね。

恋』が出た後の「川柳大学」では新子の句も新子の態度もがら
ンがどっと「川柳大学」に流れ込んできた。しかし、もともと

がします、

樋口 確かに展望時代のほうが個性的な人が多かったような気

りと変ってしまう。そこへ『有夫恋』で川柳を知った新子ファ
この『有夫恋』はエンターテイメントとして出された句集で、

石部 由紀子さんはまだその時分は下手だったですよ（笑）。

本物の新子像とはやや違いますが、若い女性にとっては『有夫
恋』が新子のすべてですから、もう手のつけられない状態にな

注目していましたね。そのほかにも姫路の若い人たちに、新子

しかし、姫路にはいい書き手が多かった。特に私は新井清吉に

当時、テレビの「徹子の部屋」に出演されて、今までの作品

さんの光を全身に浴びているように輝いている人が多かった。

ったのが「川柳大学」だったと思っています。
の中の私は作り物です。本当の私は夫思いのよき家庭人ですと
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樋口 大西泰世さん、阿住洋子さん、勿論、前田芙巳代さんも

が「イヤじゃ・・」ということもありました（笑）。

といいわよ。雅号もアクルにしなさい」と言ってくれたんです

いています。全部は紹介できませんが、まず、川柳に関係あり

したが、初期の頃には岡山に境涯派を自認する長町一吠という

めた頃に、すでに自分の位置を持っていた人たちはかなりいま

石部 正反対の作風ですか・・。やはり同世代とか、川柳を始

正反対の作風の方で、高く評価する川柳家はいますか。

小池 それでは次の質問ですが、川柳の方向性とか、自分とは

いらっしゃいますし、私も含めて 笑( 、)姫路は一時すごかった
と思います、
―石部明という名前

そうでなさそうなと書いていますが、「石部明という名前を気

小池 ではここで会場から石部明への質問ということでいただ

に入っていますか」という質問です。いかがですか。

これは本名ではありません。本名は明と書いて、アクル、と読

石部 名前ねえ・・気に入っています。と言いますのも、実は

いを超えて尊敬しているのは、金築雨学さんぐらいですか。

ない」とよく挑発していたのは覚えています。現在、作風の違

ましたが、彼に「あなたの作風を否定しなければ私の立つ瀬が

のがいまして、先輩格でもありましたし、一面は尊敬もしてい

ませます。石部アクルが本名です。しがない草履作りのおじい
てきたのか、明日のことを「あくる日」と言いますから「アク

か。これなかなか鋭い質問だと思いますがいかがですか。

った句が多いように思いますが、舌に何かこだわりがあります

小池 それでは質問三ということで、明さんの句集には舌を使

ちゃんですが俳句のまねごとをしていたらしく、どこで仕入れ
ル」にしょうと・・。しかし、私はこの「アクル」が嫌いで、

小池 あるんですよ。ちゃんと例句も書いておられます。「ど

石部 舌ねえ、そんなに舌の句がありますかねえ。

小学校からずっと「アクル」と読んでもらえないばかりか、い
ちいち名前の由来を聞かれる。だから学校を出てからは「アキ
ラ」で通していました。しかし、保険会社や公共関係がパソコ
てしまう。仕方なしに実社会では「石部アクル」で通していま

の家も暗黒の舌秘蔵せり」とか「故郷にだらんと舌が垂れてい

ンに登録するようになって、「アキラ」では該当者なしになっ
す。この話をお聞きになった新子さんが「アクルのほうがずっ
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る」それに「舌出して鏡の舌と見つめあう」とかがあります。

念の会も彼らがやらなければ

きかけたのですが、一向に埒

ならないと、彼らに何度も働

くれるんですが行動に至らない。

があかない。いい返事をして

石部 舌は身体の中で一番動物的な部材でありますし、何とな
くエロチック、エロスという感覚も持っています。あの濡れて

勇ましく書くけれども行動で

いい川柳も書く、難しい論も、

にょろにょろしているのが私の、一番根源的な分身かもしれな
いという思いもありますが、それ以上に深く考えたことはあり

私が発起人になったわけですが、

ローク」の創刊があって、私たちはその流れの中にいるわけで

ち』、明さんの出された句集『遊魔系』があり、「バックスト

していました。そんな素地があって、「ＭＡＮＯ」を立ち上げ

紀子、倉本朝世さんたちと「何かやりたいね」と話しあったり

結局川柳は何も変えることができないのではないかと。樋口由

行動する力を持たなければ、

も大切ですが、川柳を動かす力、

その時考えたのは、作品も論

すが、その現代川柳の流れについてお聞きしたいと思います

ることになります。倉本朝世、加藤久子、佐藤みさ子、樋口由

石部 その前に創刊に至る伏線としてお話させていただきたい

の中では小さいものでもいい、固まりが欲しかった。推進力と

のかどうか、私を入れて５人の同人誌ということです。まあ私

紀子、それに男性も一人、用心棒として置いておこうと思った
のですが、 年に由紀子さんの第一句集『ゆうるりと』の出版

創刊されたんですか。

が、まず「ＭＡＮＯ」の創刊ですね。これはどういうことから

「ＭＡＮＯ」が創刊されます。そして、『現代川柳の精鋭た

きない彼らに業を煮やして、

ません。
小池 ゼロ年代という言い方がありましてね、２０００～２０
０９年までを言いますが、そのゼロ年代に入る直前、 年に
98

記念句会が姫路でありましてね。これは私が発起人としてやら

ん。

なる固まりを求めて「ＭＡＮＯ」に参加したのかもしれませ

う、かなり前衛的なグループで活動していましてね。当然、記

せていただいたんですが、当時、由紀子さんは「ＰＯ」とい
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かしたいという信念もありました。それで女性４人に男が１人

いこうという気持ちを以前から持たれていましたし、川柳を動

で、それとなによりも信頼できる人。自分たちでものを作って

気だったんです。明さんは不満を言うだけではなく行動する人

とお願いしました（笑）。最初からケンカするような誌を作る

ったら私たちはかよわい女性ですから、逃げますから、宜しく

樋口 女性ばかりだったら、ケンカに弱い、それでケンカにな

さんも、どこかで「自己規定について」をお書きになりました

さんの発言があって、柊馬さんがそれに反論したり、本多洋子

会があって、ここで「川柳に自己規定があるか」といった荻原

いた荻原裕幸さんなどの、私にとっては非常に密度の濃い座談

歌の藤原龍一郎さん、それに開催準備の段階からご指導いただ

ョン２００１」を開催したわけですが、俳句の堀本吟さん、短

た。その出版を記念として、シンポジュウム「川柳ジャンクシ

たが、由紀子さんにとっても、やりがいのある大きな仕事だっ

「ボーイフレンドが語る『容顔』」という句集評があったんで

ね。それまでの出版記念の会とはちょっと違う形でですね、

小池 そのあと『容顔』の出版記念会が姫路であったんです

を作ろうと『遊摩系』を出したわけですが、これに思いがけな

ねりを作らなければならないとも考え、まず自分の中にうねり

なうねりが来るかも知れないと思いました。あるいは自分でう

このシンポジュウムを一つの契機として、私は川柳にも大き

ね。

の「ＭＡＮＯ」が誕生したわけです。

す。俳句の高山れおなから渡辺隆夫まで、随分と幅の広い年代

い反響をいただいて、大きな勇気をいただいた。

柳の新しさではなく、結社意識で束縛したり、されたりしない

までの結社やグループにない新しいもの、新しいというのは川

結社を超えて革新的な志のある人たちと何かをやりたい。今

のボーイフレンドをお持ちだな思いました。単なる記念の会で
はなく、シンポジュウム、句集を読むという企画がドッキング
されたわけです。

たとえば、川柳を志す若い人がいないわけではない。しか

自由なものが出したい。表現とはもともと自由である筈なの

し、最初から、うがちや滑稽や風刺の鋳型に嵌めようとすれば

に、あまりにも結社制度が不自由すぎるんです。

たちと語りあう機会があって、大きな刺激をいただきました。

―川柳界のうねり

そして、２０００年、『現代川柳の精鋭たち』が出版される。

若い人たちは続かない。川柳の三要素とか人情などは、身につ

石部 そうですね。シンポジュウムで俳句・短歌の第一線の人

これは樋口由紀子さんが中心で、私は時々相談に乗る程度でし
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は 号のバックストロークに書かせていただいていますので、

石部さんの句がどのような変遷を辿ったかということを、実

命機嫌よく喋っているので安心しました。

初から鋳型に詰め込むことではない。それよりも、若い人たち

けようとするものが勉強の過程で身につければいいことで、最
が多少暴走しても、それを引受ける度量があれば、若い人たち
も寄ってくるのではないかと考えました。たとえそれが幻想で

うと決めていました。そして石田柊馬の参加するという意志を

条件で、彼の参加が得られなかったら計画はすべて白紙にしょ

が、具体的に、もし柳誌を出すとすれば石田柊馬の参加は絶対

たいと、これは由紀子さんたちとずっと相談していたのです

い時代が来るというのが鞍馬天狗の近代化だったんです 近代

るんだと、近代化すれば杉作も、何とかさんもみな助かる。い

がありませんから聞いたことがない 笑( 。)で、日本の夜明けが
近いということは、それ以前の封建社会から世の中を近代化す

「日本の夜明けは近い」と言ったと聞きますが、私は付き合い

かりやすいといえば鞍馬天狗の話になります。鞍馬天狗は、

分かりやすい話をしょうと思っていますが、私の場合は、分

ちょっとそのへんのところを話してみたいと思います。

確かめてから、各地のこれと思う人に手紙をさしあげた。これ

のが石田柊馬さんですね。その柊馬さんにご発言をいただきま

告が私の目を開かせてくれた」とありますが、この某氏という

心の句会や大会で楽しみを謳歌していた頃、某氏のきびしい忠

きました。そうしましたら、『遊魔系』のあとがきに「題詠中

小池 「バックストローク」誕生まで、駆け足で語っていただ

たいという共感性のところで成り立っていたという面が、べら

が終わって、近代化された川柳というものは、私の思いを書き

ってしまったんです。ですから、近代川柳もしくは、封建社会

川柳では近代化というものが、私の思いを書くということにな

性、権利、自我を書かせてくれ、書きたいということでした。

柳の世界で近代化といえば、封建社会と違って、個人の主体

ですから、もうおろされていると思っていたんですが、一生懸

く選を終えて少し喋れと約束させられました。で、三枚おろし

石田 妖怪でございます（笑）。人使いがあらいというか、早

ったり、食べもの屋に行ったら、われわれが子どものとき、近

ね。ご存じのように今日では、句会が終わった後で飲み会にい

終戦後になりますと、女性の参政権なんかが出てきまして

ぼうに大きかったんです。

す。

化というものの価値観はなんであったか。庶民の書いていた川

が「バックストローク」の始まりです。

あったとしても、垣根も塀も取っ払ったグループか柳誌が出し

30
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たような、お正月でも食べられなかったものが、いくらでも食

代や自分の権利や実存主義や言うてるときに、食べられなかっ

ことを一生懸命、自分を探してみたのが石部明さんでした。い

った。そこで何を書こうかということで、自分の中で書きたい

くんだと言ったら、何を書いていいのか分からなくなってしま

た。ところが石部さんはすぐにそちらには行けなかった。何故

べられる時代になってしまった。その時に、私の思いというも

かといえば、石部さんの頭の中にはリアリティが大切だと、ど

わゆる七十年前後の大きな社会変動の中で、石部さんはその

近代から現代なんてコロッと変わる筈がない。二層にも三層

んなに飛びあがったところで、飛んでいったところで、現実か

時、現代詩の天沢退二郎あたりの影響を受けたと言っていまし

にも、十層にも層がかさなっている中で、近代と現代はかさな

ら離れたところでも、そこに通いあえるのはリアリズムだと思

のをまだ書き続けていましてね、近代川柳からなかなか現代川

りあって時代が流れてきたけれども、私の思いに共感してくだ

柳にならなかった。

さいという川柳が共感されるべきリアリティを持たんようにな

っていた。

す。ところが、私の思いを書いてもどうにもならんやないかと

リティでした、石部さんはリアリストとして川柳を始めたので

は大切だと思っていたもの、私の心の現実、リアリズム、リア

理のいちばん根本にあって、石部さんなんかが一生懸命、これ

川柳を始めたんです。共感原理ということばを使えば、共感原

ください。その共感の時代が終わりかけたときに、石部さんは

の下にあるという句です。ところがこの句は百句の句集の中で

句だった。お父さんが亡くなられた、大きな箱、柩が、陽の光

たのは、第一句集の「陽光さんさんと大きな箱ひとつ」という

わしております。いま石部さんが言われた、ボクが悪口を言っ

考えついて、第一句集が、その考えの真っ最中だったことを現

価値観、そしてリアリティからも外れるということをようやく

一生懸命に、近代に対する私ではない現代のなにか。近代的な

もいいものが書けない、何を書いたらいいのかがわからない。

そのリアリズムがだんだんと、自分の中で、これではちっと

ってしまった。みんな同じだから、私は哀しい存在です、私の

なってきたときに、川柳界は私の思いから抜け出そうとする川

哀しみをお伝えします。私の思いを感じてください、共感して

柳と、まだ私の思いを書き続けようとする川柳の二重構造にな

上手に書く人、いいところに抜ける人、句会馴れしている人、

いちばんいい句だった。でもこの句は、きょうのような大会で

その時代がおよそ三十年ほど続いてきて、もうそろそろ私の

ちゃんとテクニックを持っている人が大勢いた中で『陽光さん

ってしまったんです。
思いを訴える川柳はなくなってきたけれど、じゃあ次に何を書
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そうとしているのが今なんです。一応近代から抜け出した部分

それから一生懸命自分の近代を払い落そうとしている、見直

にする力もある。ウインドノーツにも投句されている「おかじ

楽しみな書き手です。平凡なことばを自分の感性で磨いて詩語

鮮さを持って、読んで目の洗われるような句を作る久保田紺も

世界を紡いでゆく、あるいは自分の世界から日常を俯瞰する新

あります。榊陽子も今の書き方をどう確立してゆくか、あるい

だけイメージで書いたのが『遊魔系』です。そのようなところ

ょうき」の滋野さちも、川柳では失われつつある風土が書け

さんと大きな箱ひとつ』は、その表現の仕方がいい点が取れ

で石部さんはいつも相当先端を走っていたけれども、リアリズ

る。あるいは、時事性を超えて、社会性のしっぽをつかむぐら

はどう変わってゆくか目の離せない一人だと思います。外で

ム、私の思いというものにこだわっていたようです。それをこ

いの力量は持っている得難い個性ですが、「おかじょうき」の

は、生活とか日常から、ピンセットでつまみだすように自分の

だわらせたのはやっぱり石部明という身体の中にある人情なん

句会達者にもまれているうちに、句会吟がうまくなってゆくの

る、目立つ、句会で抜ける、大会でいいところへ行ける、その

です。私の知っているところでは、その人情というものが大事

書き方だった。

だということを抱えている中で、近代から抜けるということは

をはらはらしながら見ています。

個性のありそうな新人の何人かに注目していても、結局は個

物凄く難しかった。今も石部さんは、現代に生きる人情を活か

小池 まだまだ話はつきないと思いますが、ありがとうござい

評価されても大会では通用しませんよ」とか、自分たちの世界

き始めると「そんな独りよがりの句では、バックストロークで

てしまう。これは受け皿の問題でしょう。少し個性的な句を書

そうとその戦いを続けていると思っています。以上です。

ました。最後に、各地の川柳に目配りされていることと思いま

性のない、しかし大会などではよく抜ける平凡な書き手になっ

すが、現在、注目されている川柳人はいますか。

人になった井上しのぶは別にして、いわさき楊子、榊陽子など

石部 アクアノーツにはかなり有力な書き手が多い。すでに同

いると言っても過言ではないでしょう。

しき風習を乗り越えてゆくかどうかは、個人の資質にかかって

づかない、川柳の本質的な問題かも知れません。勿論、その悪

に引き戻してしまう。残念ですが、時代錯誤ということにも気

数え切れませんが、たとえば、いわさき楊子の伝統川柳の骨格
をもった時代性というか、伝統の現代的な把握の仕方に興味が
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小池 長時間をご静聴いただきありがとうございました。これ

ローク」同人の一部ですでにさまざまな実験がされています。

や物語の容器ではないという考え方は認知され、「バックスト

いますが、黒ズボンは少なくとも夏冬合わせて６本持っていま

は自分のしっぽを隠すための黒だとか、いろいろ話題にされて

石部 明は夏冬一本ずつの黒いズボンがあればいいとか、あれ

ぜですか。

■明さんがいつも黒のパンツ ス(ラックス を)着用されるのはな

その他の石部明への質問

ます。お答えになっているかどうか分かりませんが・・。

たれたことばを駆使する、自由な想像力ではないかと考えてい

ていますが、それを可能にしたのは、あらゆる制約から解き放

に、しかも全体的にかかりあっている。といってもいいと思っ

くとも、現実認識とは全く違う角度から、現実に対して攻撃的

解句として素通りされてしまう危うさを抱え込みながら、少な

じつけや独断が多く、説得力があるとは言い難い。しかし、難

たとえば同人の吉澤久良の作品を例にあげますと、論理的なこ

で第一部「石部明を三枚おろし」を終わらせていただきます。

す。確かにしっぽを隠すためかも知れません。ちょっとお洒落
ようで、また帰って黒に穿きかえたこともあります。ただし、

石部 作品の上で、母もころした、姉もころして、もう自分を

■いもうとさんについて教えてください。

に薄い色のズボンで出かけて、なんだか下半身がすうすうする
ゴルフの時には赤と緑のチェックとか中華丼の柄のようなスラ

ころすしかない状況ですが（笑）、川柳で怖いのはすべて現実

石部 難しい質問ですが、「日常の意味をこわす語と語の関

か、それをどうやって創造にもっていけるでしょうか。

■日常の意味をこわす語と語の関係は破壊はできるでしよう

識を確認するための、まったく架空の存在です。昨年、妹が癌

象であったり、憎しみの投影であったり、生きることや生の認

は一人いますが、作品に出てくる「いもうと」は、エロスの対

と悔やみをいただいて大いに慌てたこともあります。現実に妹

として読まれてしまうこと。ある時「さぞお淋しいでしょう」

ックスにすることもあります。

係」はすでにそこで日常から逸脱しているわけですから、さら

ら、結局一句も作ることができませんでした。

思いましたが、死の直前の凄まじい現実に立ち合いましたか

で亡くなりましてね、日ごろの罪滅ぼしに、手向けの一句をと

ただ川柳が思いを書くという日常性から解き放たれて、こと

にそれを「は破壊できるか」という意味が理解できません。
ばの自由を手に入れた。つまり川柳は、思いや意味やイメージ
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くんじろう

第二部 川柳大会

【タオル】

選

タオルの手前ラリアットもエルボーも
酒井かがり
ふんどしもタオルも昆布屋の裏だった
石田柊馬
二時間の休憩料くらいのタオル
原田否可立
濡れタオル坦々麺に恋をした
岩根彰子
タオルだけ先に帰って寝てしまう
石部明
また誰か私のタオル踏んでいく
高橋ふでこ
菜の花の苦さ電波系のタオル
湊圭史
鳥取の雨はタオルのせいである
保田悠詩
タオルからパンツまで遥かな旅路
丸山進
西窓に吊ったタオルがへんである
樋口由紀子
小麦粉のボウルに落ちる濡れタオル
佐藤文香
タオル一枚くるっと巻いて甘くなる
塚本敏子
タオルたたんで何もなかったことにする 田中峰代
タオルと共にビビアンリーの去った丘
中西軒わ
タオルケットは海あけ方には飛びたつ
松本藍
ここよりはよもつひらさかバスタオル
内田真理子
おしぼりの中に入れ歯を忘れてきた
田中博造
側転でやって来るのはバスタオル
小野善江
シロガネーゼをよう知っとるというタオル 西村みなみ
鼻が欲しくて乾燥するタオル
小池正博
ささくれたタオルで君をすり卸す
久恒邦子
タオル繋いでながながと戒名
中山一新
手触りのタオルに女の太もも
石橋芳山

ねえタオル何かいいことしませんか

壁画からぞろぞろついてくるタオル
河馬を引っぱるバスタオルに寝かせて
百人の男を洗って干すタオル
わたくしの凹みに届きたがるタオル
完璧に死ぬにはタオル二枚要る
わたしの前にタオルほどの沼地
味噌は自家製タオルは パーセント絹
真ん中で折ってタオルにする国旗
午前二時きっとタオルは立っている
百枚のタオルに桜散っている
顔のあるタオルが用意されている
何枚でわたしの湿りとれますか
墓石をタオルで拭いた跡がある
すぐ見分けられるタオルの雄と雌
兵隊整列 バスタオル整列
真ん中が薄くなってゆくタオル
桜さくさくタオル地の人と犬
準特選
らららの折りにタオル投げ込む
上座にはさなぎ印のないタオル
特選
塩辛は赤いタオルで拭きなさい
軸
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畑佳余子
江尻容子
牧田浩子
たむらあきこ
きりのきりこ
前田ひろえ
安黒登貴枝
森茂俊
いわさき楊子
田中博造
高橋ふでこ
たむらあきこ
井上早苗
井上一筒
内田真理子
柴田夕起子
筒井祥文

酒井かがり
榊陽子

森田律子

くんじろう
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無意識へ

くんじろう

天から何かが降りて来る。そんな表現がぴったりとくると
きがある。しかしまぎれもなく自分が作った句である。言葉

では首に巻いたタオルも醤油色に染まり、赤銅色の肌には年

相応の皺があり、堂々と上座に鎮座している。

どこかにその言葉がたえず引っかかっているはずで、ある

で拭くのである。痛い！のである。塩辛が「私」の一部であ

分としての塩辛さ、唐辛子を連想させる「赤」の辛み。それ

塩辛と赤いタオル、一見唐突な取り合わせに思えるが、塩

森田 律子

日、無意識のうちに言葉を選んで句を作っている。天からそ

ったとしたら、ますます痛い！句である。

塩辛は赤いタオルで拭きなさい

の言葉が降りてきたかのように。いや、実際は仕入れた言葉

を見つけて、結局句に出来ないままあきらめる。でも、心の

が無意識のうちに熟成したのだ。そのとき作者は句を作るの

陽子

肴になる。丁度この三句のように。

よく熟成させた言葉は、上質のチーズのように上質の酒の

で、その期間は、一年か一週間か、あるいは三日か…。

になるには、言葉を見つけたのちの熟成期間があったはず

た説明もなく、簡潔であり独創的だ。自分自身の言葉、句姿

三句に共通しているのは、句の潔さである。くどくどとし

チシズムを漂わせ「私」の大好物である。

郎（俳号鬼ケ城）が書いている。この句もまた、どこかエロ

われたときに「セックス」だと言った人があったと、復本一

り」斎藤茂吉の大正元年の歌だが、「赤茄子」とは何だと言

「赤茄子の腐れてゐたるところより幾程もなき歩みなりけ
酒井かがり

ではなく、句を吐いているのかも知れない。
らららの折にタオル投げ込む

折そのものにタオルを投げ込んでしまう。らららという折
は見た事もないが、きっとケセラセラ程度のものなのか。作

榊

者自身がタオルだとすれば、深い哀しみを乗り越えた後の、
らららの折に違いない。
上座にはさなぎ印のないタオル

頑固一徹のオヤジのタオルには、元々さなぎ印がついてい
た。その頃のオヤジはまだ冬の海も知らない少年だった。今
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【鳥】

松永千秋

選

火薬庫にアクロバットな渡り鳥
みみずくの耳です量り売りします
五位鷺はずうっと哲学的である
姉上はさぞかし鳥の羽根ならん
鳥唄う妻のピアノと違う曲
署名捺印して晴々と鳥になる
ゆくりなく鷹の眼下に小籠包
嘴の痒い鳥なり役者なり
鳥だった頃のくちびるですどうぞ
極楽鳥がゴクラクを知ってしまったから
梟の声になるまで泣きなさい
食い荒らすカラスよかけ過ぎの醤油
うぐいすの鳴きまねをする眠くなるまで
日が暮れてあゝ鴉の木鴉の木
鳥の恋ぎっしり雪を詰めている
美しい鳥です風は苦手です
空に穴 鳥のくわえている接ぎ穂
春告鳥も積み木崩しをするころね
ふくろうの出っ張りに刺す五百円
飼っている鳥も近頃花粉症
ツイッター鳩一族を包囲せよ
昔ばなしはしないと決めた鳥と住む
ラストシーンを鳥がくわえていったとさ

くんじろう
西村みなみ
本多洋子
筒井祥文
斉藤幸男
石部明
富山やよい
筒井祥文
畑美樹
原田否可立
八上桐子
石橋芳山
樋口由紀子
久恒邦子
野口裕
森田律子
内田真理子
前田ひろえ
兵頭全郎
竹本妙
中村せつ子
牧田浩子
中西軒わ

かわせみ

沼に映った貌は確かに鳥である

翡翠という短編小説が飛ぶ
うろたえてついツグミ語になる始末
ケセラセラ太郎も次郎も渡り鳥
脳内にトキが卵を生みつける
支持率アップフライドチキンになってから
どうみても父のさえずりには負ける
鳥になる形で眠る長女 次女
鳥の形が思いだせない鳥の裔
一刷けを残しカラスのまま鳥に
角ですか丸ですかペリカンの抱き心地
悠悠自適だった籠の鳥だった
お茶をしてますフレンドリーな鳥たちと
噴水の前は鳥語の人だかり
鳥になった父を優しく拭いている
鳥の顔して集金に来たんだね
歯ブラシの代りでいいの小鳥なの
フロイト博士の肩にとまった鳥のいろ
準特選
喉元を締めると鶴の笑い声
縦に裂けゆく骨は鳥の約束
特選
父母を啄ばみやがて私を啄ばむ鳥
軸

原田否可立
吉澤久良
安原博
斉藤幸男
きりのきりこ
松本藍
福力明良
石部明
酒井かがり
酒井かがり
森田律子
前原勝郎
柴田夕起子
柴田夕起子
榊陽子
草地豊子
小池正博

井上早苗
清水かおり

石田柊馬

松永千秋
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異相の鳥たち

松永千秋

人はむかし自由に空を飛ぶ鳥を見て、あんな風に空を飛べ
滑空距離三メートル。初めて羽根をつけて教会の三階のバ

たらどんなに幸せだろう、と憧れた。

生を終え、野に晒され、骨は裂けそして尖ってゆく。

ホラホラ／これが僕の骨―／見ているのは僕？

可笑しいことだ。／言霊はあとに残って／

また骨の處にやって来て／見ているのかしら／―

半ば枯れ草に立って、／見ているのは僕、／―

見ているのは僕。哀しみや痛みというのではなく、淡淡と

「骨」中原中也

している。そこには清々しい風が吹き渡っている。縦に裂け

骨はしらじらととんがってゐる。

脚を骨折。やがて飛行機が発明され、人は飛ぶことを手中に

ゆく。この句に中也の詩「骨」が重なった。

ルコニーから飛んだ神父。残された記録によると敢えなく両
した。しかし、それは飛ぶということの外は鳥とは似ても似

石田柊馬

さまざまな〝かお〟を持つ鳥たちとの出会いであった。

自分自身の時を啄み続けている。大きな命の循環を思う。

り返されるいのちあるものの営み。その中で、父母の時を、

一日、一年、十年、そして千年。死に変わり生き変わり繰

とに気づく。

間の粗方は消費してしまい、手つかずの時間は残り少ないこ

間、今立ち止まってみると、〝いのち〟として与えられた時

若かったころは、無限にあるように感じていた〝生〟の時

父母を啄みやがて私を啄む鳥

つかぬことだった。
人は今も空を見上げては〝翼をください〟と歌い、こんな

井上早苗

に空が恋しいのは、むかし人は鳥だったのでは、と歌う。
喉元を締めると鶴の笑い声

死ぬほかは無いほどに切羽詰まっている。喉に掛けられた
両手に力がこもる。ふと笑い声を聞いたような気がする。い
やそれは歓びの声だ。エロスの極みは死の衝動につながる。

清水かおり

曽根崎心中、心中天綱島など近松の舞台を想起させる。
縦に裂けゆく骨は鳥の約束

神か、それとももっと大いなるものとの約束なのか。
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【探す】

前田一石

選

探すにはキリンの首を借りてくる
真夜中に妻が財布を探してる
うずくまるたびに探しているすみれ
べとついた春を探してわだかまる
水際に妻がいないか掘ってみる
ひまわりは真っ赤な墓地を探している
おじいさんとおばあさんは探しあう
オルガンを探す準備は出来ている
本物を探す時には目をつむる
探しています部屋から走り出した汽車
獣偏付けて探しに行きました
端正な眉の鬼門はどこでしょう
保護色のオトコを探す雪原に
体内を探しつかれていませんか
下顎に芽生えてくるぞ探し物
いつも探しているいつも食べている
私を通過した光を探してる
北朝鮮で見かけたらしいかぐや姫
桐の花惑星探査機音信絶え
家中を三日探してブラックホール
長イスを探すヒマラヤ探偵団
ウォーリー様住所登録されてません
隠れ家をさがすあやめをかき分けて

原脩二
篠原和子
山田ゆみ葉
榊陽子
草地豊子
本多洋子
石田柊馬
樋口由紀子
徳長怜子
西村みなみ
徳長怜子
吉松澄子
きりのきりこ
田中博造
酒井暁美
田中峰代
前田ひろえ
佐々木ええ一
野口裕
森田律子
森茂俊

富山やよい
内田真理子

職探しだけに生まれて来たような
探し物する格好に曲がる腰
おとうとを転がしてみる探しもの
潜水艦沈めて水漏れを探す
塩あんのアンパンマンはどこですか
神を探してだんだん高い樹に登る
樹になった彼氏を探す樹を叩き
この辺に落したはずの耳探す
探しもの日に日に増えていく駱駝
暗闇の中でわたしの手を探す
女からもっと女へ探りを深く
水滴に探されている生き地獄
そっくりを三人探してぼやきあう
探すものがなくなり穴を掘っている
探すのは蔵の一番奥の石
手と足と目と口がない探しにゆく

僕を探すてのひらを掘り返えす

準特選
少しふくらむ白い陶器を探す時
三年五年海を見ている今も見ている
特選
祭太鼓さがして川を越えるなり
軸

伊藤かぎう
柴田夕起子
松永千秋
木下草風
高橋こう子
北川拓治
佐藤文香
石部明
井上早苗
山田ゆみ葉
原田否可立
江口ちかる
吉澤久良
いわさき楊子
畑佳余子
湊圭史

井上しのぶ
松永千秋

石田柊馬

前田一石
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前田一石
思えば人の一生なんて探し物ばかり。自分自身を捜し続け
ながら…。そのために命を削っているのである。そして結局
は見つけることのないまま死んでしまうのである。とはいえ
生きているその時その時は、一生懸命自分を探し求めている

石田柊馬

のである。と生意気なことを書かせてもらった。
祭太鼓さがして川を越えるなり

自分が求めているもの、それは大きな目標であっても、ど
んな些細なものでも、自分の生活に直接関わってくる事柄で
ある。「祭太鼓」の好き嫌いは、あくまでも個人的なもので
あるが、今現在の必要なものであり、求めて止まないもので
ある。だからこそ「川を越える」という決意、行動力、実行

松永千秋

力に、私は計り知れない大きな圧力を感じた。
三年五年海を見ている今も見ている

人間社会は海である。の見方に共感を得たし、特に「今も
見ている」に込められた作者の思いが、「今に良くなるぞ」
「今に住みよい社会が来るぞ」という期待感を感じさせる。

井上しのぶ

私もずいぶん長い間そう願って海を見てきたが、たいていは
裏切られた。

少しふくらむ白い陶器を探す時

自分の理想とするおもむき、形、または美しい女性像を

「白い陶器」だと私は感じた。決して存在しないであろう理

想像を、探し続ける空しさに気づいたとき、とてつもなく深

畑佳余子

湊圭史

い哀しみ、大きな傷を背負うことになる、そのことは作者も
わかってのことでもあろう。

手と足と目と口がない探しにゆく

のしつこいまでのたたみかけ。
探すのは蔵の一番奥の右

ここまでわかっていてあえて探さなければならないものと
は。

玉野市民川柳大会が近づいてきた。この大会と競い合える

ような句会にしたいと思っている。

77

【鉛】

井上せい子

選

傾くと耳からちょっと出る鉛
仕方ないという色してる日本海
春は曙鉛ふらりとバスに乗る
手放しの沼と鉛色の靴と
恐竜の虫歯に埋めてある鉛
出来事がカバか鉛か舐めてみる
鉛色の国家にバンザイする鉛
教会の耳の形が鉛だな
夕闇のさくら鉛の息をする
白鳥の背中に生えてきた鉛
鉛吐くぐんぐん虹がのびていく
鉛ボケした連れ合いとする散歩
別れとは鉛であった春の宵
奥座敷粉鉛ひらり蝶が舞う
桜満開 鉛のにおいがする
貝になったのか 鉛になったのか
腫れものに鉛 鉛に観覧車
古墳から鉛の蔓が伸びてゆく
鉛よりどすんと重い終止符でした
鉛の子自動改札すり抜ける
不眠都市の灯のなか鉛・鉛
ずけずけと近江商人的鉛
鉛なら只今謹身中でして
前田一石

畑美樹
ひとり静
松永千秋
酒井かがり
吉澤久良
草地豊子
きりのきりこ
井上しのぶ
本多洋子
河添一葉
高橋ふでこ
辺安子
草地豊子
渡辺春江
いわさき楊子
本多洋子
兵頭全郎
小池正博
西村みなみ
山下和代
筒井祥文
松永千秋

筋肉を見せ合う鉛うつつ闇

ゴリラが触ったのだろうか鉛きらきらする
読みは創作なまりのあやしかた
鉛から出る若干の飛行雲
愛車にはイルミネーション鉛のフリル
陽が落ちるこっそりでかくなる鉛
鉛です趣味は一応引きこもり
骨と骨の間に昭和の鉛玉黙す
マッコウクジラの頭に鉛が詰めてある
人形が死ぬまで可愛がる鉛
死ンデレラ鉛の靴を履いたまま
鉛筆の芯はときどき鳥の糞
鉛的には絵空事だと思います
鉛色の部屋だと知っていますか あなた
ほうえん
人肌くらいで方円に従う鉛
にんげんの触れた場所から鉛色
鉛の天井に目蓋を吸われる
軒下のおとこ鉛の匂いする
準特選
歳月は鉛の溶けるにおいして
鉛空蟹工船を圧しつぶす
特選
薄墨桜は鉛をみごもったんだね
軸

前原勝郎
中西軒わ
くんじろう
岩根彰子
久恒邦子
丸山進
渡辺春江
木下草風
榊陽子
佐々木ええ一
岩田多佳子
吉松澄子
田中峰代
原田否可立
松原典子
井上一筒
内田真理子

岩根彰子
木下草風

原田否可立

井上せい子
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やわらかい鉛

井上せい子

川柳ってどんなもの？一口では言えないけど、あなたの想
像しているものと違うことは確か。小さな虫が私の体に卵を
産み付け（「えっ！」という顔）、どんどん面白い事が増え
もう友達は遠くの景色を見ていたが、本当に知りたかった

て行く感じ。その内私は虫に乗っ取られるかもしれない。
ら読んでみて、とＢＳ 号を渡してみようと思っている。

死ンデレラ鉛の靴を履いたまま

鉛です趣味は一応引きこもり

佐々木ええ一

丸山 進

鉛とも思えない軽さ。ショートショートのような着地。

岩根 彰子

ちょっと地上を離れて鉛と遊ぶことができた。

歳月は鉛の溶けるにおいして

人生後半に感じる歳月のすり減っていく匂い。少しずつ

自分の骨も溶け出しているのかも知れない。

手放しの沼と鉛色の靴と

高橋ふでこ

井上しのぶ

酒井かがり

わたしたちはごく弱い存在であることを思い知らされる。

その重さで偶然下にあるものはみな押しつぶされてしまう。

目の前に浮かんだのは「過失致死罪」という分厚い文字。

木下 草風

教会の耳の形が鉛だな

小池 正博

鉛空蟹工船を押しつぶす

鉛吐くぐんぐん虹がのびていく

くんじろう

「鉛」はどんなものなのだろう。

古墳から鉛の蔓が伸びてゆく

草地 豊子

たことを思い出した。

ただならぬものがある。それはモナリザの目の中にもあっ

うとする意志があるように見えた。

る頃、花は花として浮き上がり、隙間には闇をもっと抱こ

盛りを少し過ぎた薄墨桜を思った。妙に静かな夕闇の迫

原田 否可立

鉛から出る若干の飛行雲

榊 陽子

兵頭 全郎

薄墨桜は鉛をみごもったんだね

人形が死ぬまで可愛がる鉛

鉛とは？などと問うてはいけません、と言われているよう
な気がしてくる。鉛をゲル状にして自由に遊ばせる母性のよ
出来事がカバか鉛か舐めてみる

うなもの、もっと手足を伸ばしてもいいと言っている。
腫れ物に鉛 鉛に観覧車

愛車にはイルミネーション鉛のフリル 岩根 彰子
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30

【詰める】

平賀胤壽

選

ひとクラス 人はザラでした
ぐちゃぐちゃになるまで本を詰めこんだ
お手玉にじいちゃんばあちゃんを詰める
正方形に夢を詰めると崩れます
ほんまもんに出合う息を詰めたまゝ
煩悩がはみ出しそうなソーセージ
命日も詰めた甘納豆も詰めた
詰めすぎておぼろになった薬箱
ブーツの底に残り時間が詰めてある
つめてくださいガネーシャが乗って来る
隙間には夕日を入れて梱包する
詰め物が外ればらまく火の匂い
オペラ座はすでになまはげでいっぱい
詰め込んだひつじが騒ぎだす時間
ひきだしに老婆百人さんざめく
追い詰められて卵ころんと生んで見せ
ピーマンにぎっしり詰める電子辞書
詰めものを取ってほしいという死体
煮詰まっていますピンクから赤へ
瓶詰めのみずうみ揺らす夕間暮れ
うつむきに詰めてねキナコ色の耳
敷き詰めた藁が湿っていたのです
盆の窪へは救急隊の詰所
50

中西軒わ
松本藍
中村せつこ
前田一石
田中峰代
安原博
筒井祥文
原脩二
多田誠子
中山一新
原田否可立
松本藍
石橋芳山
ひとり静
江口ちかる
松永千秋
笠嶋恵美子
永禮宣子
牧野ねえね
内田真理子
吉松澄子
清水かおり

河添一葉

徳長怜子

井上しのぶ
森田律子
小池正博
徳長怜子
富山やよい
森茂俊
筒井祥文
江口ちかる
辺安子
草地豊子
松永千秋
北原照子
くんじろう
小野善江
畑美樹
牧田浩子
山田ゆみ葉

二階にはキャベツ畑を敷き詰める
夕焼けをぶっきらぼうに詰めて旅
内出血牛の目玉を詰めすぎる
棘のない人から箱に詰めていく
紙粘土詰めたから大黒柱
雷を詰め込みすぎる戦闘機
何を詰めこむ妹のふくらはぎ
カバさんへ詰めこんでいる赤い空
布袋さんの袋の中はクロマグロ
虫歯の跡普天間基地を詰めるなよ
詰め替え用の御伽草子でございます
重箱に詰めすぎ隅が蠢いて
天からの蛇口にストッキング詰める
桜咲くアルカリ電池詰めながら
しろくまの手首に詰めるさくらもち
父母の教えが詰まる唐辛子
大脳は蝉百匹の詰め合わせ
準特選
マス目にはマスクの人を詰めてゆく
親指と人さし指の詰め合わせ
特選
心臓の代わりに詰めておく林檎

平賀胤壽

井上せい子
榊陽子

晩年をＮ７００が詰めてくる

軸
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準特選 マス目にはマスクの人を詰めてゆく 井上せい子

けられる。その上で一作家としてのアイデンティティーや方

の呼吸と息遣いがぶつかり合うがごとく入選・選外が振り分

いは三役との土俵のようなもの。程よき緊張感のもと、双方

の優劣を競う場ではなく、スポーツではないが横綱同士ある

選者の力量を凌ぐ作家が集まる大会の選ともなれば、作品

る。薬指の語源を思えば、かつてはこちらの方が重用される

愉しさから、幼い頃から今もかなりのお得感を彷彿とさせ

性は排除したい。後句、まずは詰め合わせ…といった語感の

「舛目」と漢字にし、僕には気になる字面・文字表現の遊技

マス……マスといった、韻律としての響きは愉快として、

の幾何学的な美しさはその整然とした無個性さにも通じる。

前句、多くが抵抗もなくマスクをする律儀な日本人、升目

平賀胤壽

向性をいかに示すことができるか、選は創作でもある。また

ところだが、現在にあっては、親指・人さし指の動きがもっ

選をして

大会という場を形成することが目的ではないが、アミューズ

とも煩雑である。しかし、これら指の意味性は希薄であって

榊陽子

メントの要素も大方否定的ではない。「番傘」で育ち、大会

同 親指と人さし指の詰め合わせ

はお祭り…参加することに意義あり…といった愉しみ方、い

よく、人の指の大切な働きと美しさが躍動していればよい。

詰めものを取ってほしいという死体

ひきだしに老婆百人さんざめく

松永千秋

内田真理子

永禮宣子

江口ちかる

その他佳作の中からは、次の５句を掲出したい。

や割り切り方に馴染めないまま距離を取って久しい自分に、
今回の選を自問自答している。

瓶詰めのみずうみ揺らす夕間暮れ

選者の選んだ作品、特に特選句ともなれば出席者の大方の

詰め替え用の御伽草子でございます

牧田浩子

徳長怜子

想像や概念を凌駕するものでなければならない。
林檎の赤はどこかエネルギーの源を感じさせ、切り口はハ

特選 心臓の代わりに詰めておく林檎

父母の教えが詰まる唐辛子

と、書棚に倉橋由美子著「大人のための童話」があるのを思

ころ・ハートとの違いが、永遠の課題のごとく交錯する。ふ

う。その心臓あたりの祠にぽっかりと紅玉がある。心臓・こ

お未完成のジャンルである。

川柳会の方向性や心意気を指し示す作品群なのか。川柳はな

あるいは奇を衒う傾向の作品群にすぎないのか、いや今後の

課題によく叶いその場を和ませる作品群でよしとするか、

ートにも似る。人間は生きている内に生まれ変わりたいとい

い出し、白雪姫の項を再読した。
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【もっと】

佐藤文香

選

弁当が足りない国立幼稚園
草書体のもっとは風紋になった
乱暴な魚になりたかったよもっと
百合の息もっと知覚へ寄っていい
締めるなら締めるでもっと鳥にして
神仏もっと近付いてもいいの
フラスコを振れば増殖する「もっと」
もっと煮込むとキャベツがまずくなる
疵口を投げますもっと下がってて
オマエと書いてもっとと読むのですね
欲望がもっとを連れてとぐろ巻く
もっと近寄って下さい落し穴
黒人霊歌のもっと向こうにあるものを
もっともっととおかめインコに煽られる
夕焼を引っぱり寄せているもっと
白線の向こうへ持っていく「もっと」
もっと青く日記にボタン掛けておく
もっと詰めて下さいゾウが入ります
もっと研ぎ生首落とし切れるまで
醒めぎわの鋏がもっとくれという
画面もっともっと端恐竜がいる
すこし汚れてもっと汚れて花を買う
生卵不意に落としてからもっと

森茂俊
たむらあきこ
田中博造
西村みなみ
井上せい子
山口流木
石部明
多田誠子
西村みなみ
畑美樹
原脩二
前田ひろえ
福力明良
きりのきりこ
畑佳余子
竹本妙
湊圭史
渡辺春江
真神昌子
清水かおり
岩田多佳子
前田芙巳代

平賀胤壽

Re:
Re:
Re:
Re:
Re:
Re:
Re:
Re:
Re:

菓子パンの悪いクリームもっともっと

もっと首切らねばならぬあみだくじ
思春期はもっと卑怯な罠になる
もっとなんて言うから知事は蝉だから
うさぎの耳もっと伸ばせば伸びるだろ
もっと目鼻落して耳だけがいいね
ちょっとピンクでもっとクレーンの下で
もっとの先でゆらゆらしてる持ち時間
もっと
もっとこう恥ずかしそうに咲けないか
消臭剤を消臭する消臭剤を
かかとからたたむともっと小さくなる
もっともっと輪ゴムくださいおぼろ月
もっと背伸びして石部明を吊りさげる
もっと大きな豆腐を食べて勝ちに行く
ダム湖は朧でもっとを呑みこんだ
チューブはみがきもっともっとローラーでなめす
１－６の桜あんぱんの試食
準特選
天才の掌に鯛焼きを積み上げる
もっと下もっと左が香ばしい
特選
縄いっぽんもっと殺風景になる
軸

Re:
Re:
Re:
Re:
Re:

安原博
保田悠詩
石田柊馬
石田柊馬
酒井暁美
酒井かがり
桑名知華子
徳長怜子
八上桐子
吉澤久良
榊陽子
草地豊子
渡辺春江
松永千秋
森田律子
松本藍
岩根彰子

筒井祥文
中山一新

松原典子

佐藤文香
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か、ということです。風刺はともすると社会の役に立ってし

が、変わらない。これを選評の場で言いたかった……。しか

じるということです。これは川柳であろうが俳句であろう

佐藤文香

選評のときに「もっと感」のある作品を選んだ、と申しま

し、初めての川柳大会、楽しかったです。ぜひ今回の反省を

もっと反省

した。「もっと」という言葉には響きがあり容姿があり意味

まう。真面目にでも奔放にでも、遊び上手な作品に魅力を感

がある、それらをうまく活かした作品が、私にとって「もっ

活かす機会をください！

最後に、準特選・特選への短評です。

と感」のある作品、ということです。その観点だと今大会に
は、言葉の意味を生かした作品に秀作が多かったように感じ
ました。それを「俳句と川柳の違い」と片付けるのは違う気
がしますが、言葉の音と形を活かそうとした作品を若干贔屓

せる数でギネスに載った人じゃ面白くない。全く異業種の天

この句の「天才」は、鯛焼き作りの天才とか手に鯛焼き載

筒井祥文

もうひとつ、「面白いでしょ？」と言っていない作品がい

才で、天才であることを無駄にしている、それがいいと思い

天才の掌に鯛焼きを積み上げる

い、と申したかと思います。漫才の舞台で、やってる本人が

した気もします。

ウケてるだけの作品ではいけない、というような。しかし、

中山一新

ました。

度読んでも面白すぎます。

縄いっぽんもっと殺風景になる

音の楽しさ。忘れ得ぬ名句です。

何にもなさ、縄の存在感、「もっと」の効果。加えて、促

松原典子

どこやねん！ ってかまず、香ばしいのは何やねん！ 何

もっと下もっと左が香ばしい

そのあと柊馬選を聞いて、なるほどと思いました。面白そう
な作品にするという演出技術も、舞台で本人がウケちゃうな
らそのウケ方も、評価すべきなのだろうと。俳句では切れ字
や季語を使うことで演出の失敗が減るため、自ら句作すると
きはそれらに頼らないように、使うなら驚く程効果的に、と
考えていたにも関わらず、私は作品の演出力を見る力が今一
加えて、自分が選ぶときに大きな基準があることがわかり

歩だった。柊馬さん、勉強になりました。
ました。それは、その句がこの社会にどれだけ貢献しない
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【もっと】

石田柊馬

選

浜松の鰻へもっとオロナミン
励ますと二つ満月昇りゆく
満ち欠けの果てへと水を脱いでゆく
乾燥剤もっと聞こえてしまうから
もっと太ってオーロラになってやる
疵口を投げますもっと下がってて
サクラ咲く時「もっと」って言うんです
締めるなら締めるでもっと鳥にして
フラスコを振れば増殖する「もっと」
もっともっと輪ゴムくださいおぼろ月
コンニャクは蒟蒻らしく胸を張れ
銀行のハードルもっと下げなさい
だめなのかもっとなのかはちりれんげ
待ち合わせ場所よりもっと痒いのです
はがいじ
おびただ
羽交締めすれば鱗粉夥し
もっとですかジャコメッティですか
もっともっととダンサーの指先
さみしいと言えずもっとと動く指
ひとりよりもっとさびしい相似形
朝顔の開花へもっと深い闇
もっともっとと抓まれている羽毛
赤色をもっともっとと押し出して
もっと青く日記にボタン掛けておく
桑名知華子

森茂俊
岩田多佳子
吉澤久良
井上しのぶ
佐々木ええ一
西村みなみ
兵頭全郎
井上せい子
石部明
草地豊子
辺安子
笠嶋恵美子
田中博造
榊陽子
小野善江
草地豊子
富山やよい
徳長怜子
ひとり静
河添一葉
北原照子
湊圭史

小池正博

内田真理子
多田誠子
畑美樹
辺安子
竹本妙
福力明良
きりのきりこ
安黒登貴枝
酒井かがり
井上しのぶ
石部明
中西軒わ
本多洋子
樋口由紀子
くんじろう
八上桐子
しばたかずみ

放たれてもっとさみしくなる乳房
もっと笑えませんかと弓張り月にきく
地底からしずしずやってくる「もっと」
アインシュタイン舌をしっかり出しなさい
白線の向こうへ持っていく「もっと」
黒人霊歌のもっと向こうにあるものを
もっともっととおかめインコに煽られる
欲張ってキミドリ・ミドリ・フカミドリ
ちょっとピンクでもっとクレーンの下で
ヘアピンカーブもっと大きく口あけて
包丁にもっともっととせがまれる
もっとなら国歌斉唱消してみよ
もっと奥へ奥へと妖怪のさくら
ねえさんをもっと嫌いになる快晴
クッキーの町まで続く信号機
もっとこう恥ずかしそうに咲けないか
マウンテンバイクが吠えるもっともっと
準特選
もっと托卵ふさぎの虫は詩に変わる
重加算税として鯵のムニエル
特選
カモメ笑ってもっともっと鴎外

石田柊馬

小池正博
井上一筒

もっとなんて言うから知事は蝉だから

軸
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多彩、「もっと」の効用
カモメ笑ってもっともっと鴎外

石田柊馬
小池正博

る。怠ればたちまち無給の境涯へ直行させられる現実。マネ

ーロンダリングなどと、カネ、利益追求だけが唯一の世界的

価値である現在、「ふさぎの虫は詩に変わる」。

現実に対置する「マウンテンバイク」が「吠える」。唯一

信頼できるものは「バイク」の「吠える」爆音だ。「もっと

マウンテンバイクが吠えるもっともっと しばたかずみ

もっと」と吹かす身体感覚。傍若無人の爽快さ！

「笑って」。今現在の人間と世界、その態様が笑いの対象
苦笑しながら訴えると、「カモメ」は「鴎外」の眼になって

だ。「カモメ」に向かって、こんなザマだ「笑って」よ、と
現実の愚かさを「笑って」いる。「カモメ」から「鴎」、そ

もっとこう恥ずかしそうに咲けないか

「包丁」が引き出す怖い深層心理。

包丁にもっともっととせがまれる

くんじろう

樋口由紀子

本多洋子

中西軒わ

石部明

あらわな右傾に対置する、背筋を伸ばした一句。

もっとなら国家斉唱消して見よ

『関の扉』、墨染桜の精を思わせる。

私達の深奥に棲む「妖怪」へ誘い込む「さくら」。歌舞伎

もっと奧へ奥へと妖怪のさくら

「快晴」で、近ごろの人間の感情の軽さが捉えられた。

川柳眼。二昔も前なら情実の表現になったところを、「を」

ねえさんをもっと嫌いになる快晴

現実から、非現実な「町まで続く信号機」の存在。

クッキーの町まで続く信号機

動的かつ無目的な一言、その実感。

現実への腹立たしさは花一輪に向かっても容赦がない。衝

八上桐子

して「鴎外」。私達現代人は、天地に響き渡る鴎外の大音声
井上一筒

の笑い声に打ちのめされるべきなのだ、「もっともっと」。
重加算税として鯵のムニエル

「重加算税」「鯵」「ムニエル」の句語に、上中下とか貧
富とか存在価値とか、労働価値などのようなプライスに換
算、あるいは充当するものが感じられる。「重加算税」と
「鯵のムニエル」は実際には並び得ないが、異化されて強引
に並べられている。この強引さが川柳味。引きつった笑いが
もたらされる。だが一句そのものは完璧に無表情で感慨や感
情は書かれていない。このハードボイルド、無表情は、現代

小池正博

川柳が作者の個人的な《思い》を書き継いで私川柳の飽和を
もたらせた事実に決別を告げる。
もっと托卵ふさぎの虫は詩に変わる

「ふさぎの虫」は感情の表現。そのような「虫」が私達の
胸中に居つづける。卵を置いて、それを孵化せよと言われ
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「探す」 前田一石選

「鳥」 松永千秋選

「もっと」 佐藤文香選

「詰める」 平賀胤壽選

「もっと」 石田柊馬選

脇取

松原典子

「タオル」くんじろう選

「鉛」 井上せい子選

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

畑美樹宛

畑美樹選
長野県伊那市美篶1240

自選７句

wind-notes

石部明選

雑詠８句

後 記

▼初夏の青森を訪れた︒おかじょうき川柳社のお招き

を受け︑私にとっては人生初の青森上陸︒遠い道のり

なので︑覚悟を決めて２泊︑青森の人となった︒山に

囲まれている日々から︑たった２日半であっても常に

近くに海を感じる時間︒それはそのまま︑川柳大会の

空気感にもつながっていた︒川柳には風土がある︒確

実にその空気を感じた時間でもあった︒

▼そしてまた︑初対面のみなさんや︑かつて川柳大学

などでお会いしたみなさんとの再会もあった︒北の大

地からの川柳にもまた︑耳を澄ませてみよう︒

▼ＢＳおかやま大会での石部明の三枚おろし︒まだま

だ入り口の話しか聞けていないのかもしれない︒何し

ろ手強い妖怪である︒けれど︑ほんの少しでも︑この

場で歴史を共有している者にとっては︑興味深い話を

聞くこともできた︒またきっと︑お腹をさばいてみた
いものだ︒

▼今号は︑もう一人の妖怪︑石田柊馬の連載エッセイ

は ペ ー ジ の 都 合 で 休 載 さ せ て い た だ く ︒続 き は 次 号 で︒
お楽しみに︒

中川一

▼川柳は動いている︒川柳人も動いている︒︵美樹︶

プレアデス

ＢＳ 号訂正
すばる
緋袴の鈴振るまひるまの六連星

︵前号では︑袴の字とルビの位置がずれていました︒
訂正いたします︶
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30

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「鳴く」 ３句
投句先 〒396-0111

句
投

石部明宛

aqua-notes

8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。
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