冬雷

冬
雷
冬雷

二〇二〇

作品年鑑 自選合同歌集

二〇
年鑑
二二
〇〇
一八
作作
品品
年鑑
自選●●合自
同選
歌合
集同歌集

冬雷 二〇二〇 作品年鑑 ・自選合同歌集
目次

８

首

冬雷二〇二〇 作品年鑑・自選合同歌集

自選合同歌集

〈冬雷集〉
命……青木初子
老いづける日日の歌……赤羽佳年
家に籠りて……赤間洋子
令和二年……天野克彦
三兄弟……有泉泰子
日毎の散歩……池亀節子
影法師……江波戸愛子

風鈴の音……森藤ふみ
忖度と民主主義……山口
古里の味……山﨑英子

嵩

スマートフォン……山田和子
春うらら……吉田綾子

〈作品一〉
幸せな日々……飯塚澄子
生きて隔つる……糸賀浩子

伯備線即興譜其他……稲田正康
コロナ禍と自然界……樗木紀子
米寿を越えて……金野孝子
花の咲く庭……小島みよ子
楕円球……斉藤トミ子

光

白き水仙……正田フミヱ
待合せ……鈴木やよい
わづかに憶ゆ……高田

平凡な日日……大川澄枝
通夜の酒……大塚亮子
玉響……大山敏夫
家族に感謝……小川照子
生き抜く……黒田江美子
コロナウイルス……兼目
新秋刀魚……小林芳枝
講座中止……櫻井一江
梅の香……桜井美保子
隠り日続く……澤木洋子
黙契……嶋田正之
四つの位牌……関口正道
複合災害……中村晴美
日々の歌……橋本文子
日々是好日……穂積千代
優良患者……増澤幸子
満を持す……水谷慶一朗

近づく別れ……髙橋説子
声なき声……高橋燿子

久

美千代

ウイルス増殖……高松美智子
鈴虫の棲む耳……橘
時間……田中祐子

日々是好日Ⅴ……田端五百子
日々の中に……西谷純子

コロナ蔓延の中我は生きゐて……野村灑子

美智子

新型ウイルスの席巻した年……浜田はるみ
続く別れ……林

猫と風と……ブレイクあずさ
日々想う……本郷歌子
原爆の図……町田勝男
木洩れ日……松中賀代

母の齢をはるかに生きて……村上美江
短歌との日々……山本貞子
立山連峰……吉田睦子

116

108

104 102

32
94 92
98

22
118

10

24
30 28
38 36 34
40
44
48 46
50
52
54
88
90
100
106

30

26
42
96

58
78 76
86

82

114 112 110
120

68
70

62
74 72

12
18

14
16
20
56
60
64
80
84

2
目次

3

豫定は未定……鷲司法子

茜

安らぎの日……児玉孝子
水羊羹……齋鹿ミヤコ
思い出……早乙女イチ
あじさいの季の想い出……佐々木せい子
無題……佐藤靖子
北陸路……鈴木計子
雲の急ぐとき……髙田和子
おもかげ……戸部田とくえ
なつかしき友……豊田伸一
時は移ろう……長尾弘子
ワンコイン中華弁当ブレイクする…永野雅子

小さな生きもの……永光徳子
笑顔の行方……中島千加子
マスクして……中村哲也
頃日抄……野村昭一郎
七十七歳の一年……廣野恵子
歌ひとつ……藤田夏見

いのちを想う……立石節子

ひ

び これてい

○……谷田律子

日日是体……津田美知子
絆……中平節子

カノン……西村邦子

雪のなき正月……早坂冨美子
見舞う……藤田英輔

コロナの年に……本間志津子
紅薔薇……益坂順子
再会……松﨑みき子

曇りなき満月……水澤タカ子
境界なき会話……三村幸男

四つ葉のクローバー……三好規子
空にあこがれ海に憧れ……安川敏子
猛

160

〈作品二〉
野紺菊……伊澤直子
広辞苑……稲津孝子
未完の例……井上菅子
籠る日日……井上法子
流れゆく日々……植松千恵子
新型ウイルスと生活……卯嶋貴子
線路の音……内垣米子
庭の黄鶲……江藤ひさ子
宮城まり子……大塚照美
変容……大塚雅子
日々思ふ……大野
浜木綿の花……川上美智子
また一年が過ぎて……川俣美治子
ひとり居の日び……神津早智子

昼の月……古嶋せい子
家居の日日……松居光子

操

しづかなる季……松本英夫
消えない言葉……矢野
有難う……横田晴美
日にち楽し……吉村昌子

〈作品三〉
我が郷土……石渡静夫
宿根木……井上槇子

一房のぶどう ……小嶋知葉
もや

舫ひの「スワン舟」……小田原禮子
川辺の家……小林貞子

丸茄子ひとつ……佐藤幸子

今を生きる……山崎

ころばぬ先の杖……奥山清子
父の死後……塚本節子

244
246

176
184
230
234
240
242
250

この空にまた……須藤紀子
スマイル……髙藤朱美
かのえ ね

庚 子の歳……武田清一郎

170 168 166
178
220

180
182
186
224
248

174

154
158 156
172

162
164
228
232
238 236
251

206

222

148
190
194 192
198
214 212
218

226

142 140

138
146
188
202
210

136
150
208

134
152

122
132 130

128 126
144
196
204
216

4
目次

5

6

〈作品展望〉

冬雷集展望
……………………………………

……………………………………

………………

作品一展望
……………………………………

作品から観る「冬雷」の一年

作品二展望
……………………………………

首展望 ………………………………

作品三展望
今月の

首・今月の 首
………………

………赤羽佳年他…

…………………………石渡静夫他…

…………………………伊澤直子他…

…………………………飯塚澄子他…

…………………………青木初子他…

〈作者別年間全作品〉
冬雷集
作品一
作品二
作品三
巻頭
スマホの写真一葉・短歌二首

《冬 雷 集》

30

自選合同歌集 30 首
作品年鑑
冬雷二〇二〇

286 280 271 265 259 254
436 426 401 361 326 291

30

50

あとがき

…………………………大山敏夫

〈表紙絵／渓流・嶋田正之〉

8
冬雷集
自選 30 首

9

あお き はつ こ

雨長き梅雨の間に繁りたる鉢の金柑暑さに弱る

緑の葉わづかに残る枝の先色の褪せたる合歓の花咲く

地上部の茎の枯れたる鉢のダリア九月に入りて緑をのばす

解けぬまま残しおきたる数独に再び挑むコロナ禍の日にち

朝の陽をあまねくうける庭に置くパプリカの苗育ちの早し

幾たびも球根買ひては失敗の山百合今年は花三つ咲く

通夜の無くひと日に葬儀終りたり新コロナウイルスに日常あらず

もう今日が最後と思ふ別れ際父は眼を開け我が手を握る

黄疸のますます進む父の命もうながからず会ふたび覚悟す

新コロナウイルス怖れず父見舞ふ空いてる各駅電車乗り継ぎ

県境を越えねば行かれぬ我が実家先の短き病む父見舞ふ

三週間と医師に云はれし父の命好物を食べ六週間過ぐ

自室より杖や手摺りを使はずに家中歩ける幸せの日び

意志強き父と思ひぬ寝てるのが楽なれど朝あさ着替へをすると

五月二十一日九十八歳の生日を迎へることが希望三つ目

予定より早く生まれて五人目の曾孫見られたり希望のひとつ

少しづつ黄疸すすむ九十七歳五人目の曾孫生れるを待つ

三週間と父の命は告げられる十日の過ぎて黄疸の見ゆ

弱り行く体を日毎感ずらし父はしきりに老衰と云ふ

入院はさせるなと云ふ九十七歳の我が儘諾ふ弟夫婦は

十キロは落ちると云はれし体重の未だ七キロ体力のあり

ショートステイより夫を迎へ朝昼晩食事作りの今は大変

手術後は三十日の入院と覚悟したるも十八日のみ

血液の検査結果の良好とまだシャンとせぬ体に退院

手術後の回復まれに見る早さと主治医は退院我に勧める

ニラの種プランターに零れ繁れども水仙の葉と似てゐて食べず

寒さ来ず温かきままの十二月未だ出て来ぬヒヤシンスの芽

この夏の暑さか虫の害なりしか幹太き紅梅花桃枯れる

内科医は成功すれば再発の心配あらずと吾の膵がんを

この暑さに枯れる金柑を諦めて大粒の実の苗注文す

命
青木初子
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あかばねよしとし

あかり消し目を閉づるとき耳鳴りは早も来りぬ眠れるまでを

甲高き子供の声がひびく昼コロナ禍何の其の鬼ごつこする

電子音に急かされて炊く朝の飯手際悪ければ魚焦がしたり

恥づかしげもなく己さらして歌を詠み六十年過ぐ今に続きて

躓きの転倒は一度ならずありサルコペニアは進行すらし

耳鳴りに気をそがれたり歌の想くづれ散り散り眠りが来たり

靴下を履かんとしたりよろぼへる今日の起き出し芳しくなし

幾替り有病齢に飲む薬数ふやしつつ生かされてゐる

歩くさへ意識をせねば進まない足の弱りは日日に進みぬ

朝よりひどき暑さに鳥鳴かずけぢめなき日が始まりてゆく

ことごとく身に触るるもの湿らせて不愉快にさす梅雨といふもの

ウグヒスは梅雨の盛りの森に鳴く厚き茂みにまもられて鳴く

鶯のさへづる声を聞きながら目覚めよろしく朝の飯摂る

月かげに背をさらして歩めれば己が姿は前のめりなり

幾年を後期高齢に生き継ぎて遂に来るかふらつくからだ

買物にマスクし忘れ出でたるを罪の如くにすごすご戻る

人が動けばコロナが動くじつとこもるを為政は強ふる

やまひびと二人とともに家籠るコロナウイルスに恐る恐ると

買ひ物のメモ渡されて寒き中出でゆくは哀し生きてゐるゆゑ

ビニール傘がさとたたみて郵便受け開ければすでに冬雷入る

尾長の子銜へ飛立つ大ガラス両翼煽り桜を散らす

尾長の子桜に騒ぎしばらくを遊びゐたるが鴉に追はる

たまたまに入りて来たれる園の池金黒羽白の対が游げる

山かげの寒明けの池に背びれ見せ緋鯉真鯉が日向をさがす

暖をとるレンジ湯たんぽ重宝し寒うちひと月足下に置く

右左違へて履けるスリッパも五分たたぬに馴染みてきたり

さわがしき街より帰りバス降りて踏む家路は意識せずとも

滾りつつ薬缶がピーピー呼んでゐる二つのことは一度に出来ず

熱気去りガラス戸開くと立つ耳に煩きほどの画眉鳥のこゑ

立ち上がりよろめき卓に掴まれるいまのわが身をなげかへば秋

老いづける日日の歌
赤羽佳年
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あか ま よう こ

赤とんぼわがヴェランダに飛びて来るかかることさへ珍しくなる

使ふ話し合ひとなる
LINE

安かつた烏賊も秋刀魚も不漁続き食事のメニューに肉多くなる

夕方に何処より来るか椋鳥の大群翔びきて夜遅くまで鳴く

植ゑられた欅にも五十余年の歴史あり江東区指定の記念樹となる

を買ふ
我一人スマホ持たねば意を決し息子の薦める iPhone
われが住む団地は五十余年間住む人々の暮らし守り来

所属するグループの会合開けずに

温暖化は人災だらう降り止まぬ豪雨に人は為す術もなし

短歌は「心の中で光る」と言ふコラムに出会ふ日曜の朝

久々に更紗染教室再開するも参加者は半数となりまだ不安なり

思ひ掛けず早く届きぬ『作品年鑑』浜木綿の表紙撫でつつ読みぬ

帰宅すれば手洗ひ嗽励行す良き習慣は生涯続けむ

朝と夜食後の薬並べ見る長生きしなくても良しと思ひつつ

布マスク外出より帰ればすぐ洗ふ友の手作り花柄が良し

辛き時「つらい」と言ふは素直なのか我は黙つてそれを堪へる

家に居て運動不足解消に簡単筋トレ日に二・三回

染めたまま貯まるばかりの布広げ久々に縫ふブラウス二着

夜十時危機管理センターのメールありコロナウイルス患者区内に発生

年寄りの我には時間が十分ある食事は手作り充実人生

死ぬ日まで我が足使ひて歩くこと願ひて今日も転ばぬ用心

書くことで認知度低下を防ぐべく家計簿日記を毎日記す

等伯の屏風を近くで撮る人多し我は離れて静かに鑑賞

一月の東博国宝展示室松林図屏風を今年も見に行く

天災に悩む国民のこと思ふなら税金の使途は他に有る筈

莫大な税金使ふ桜見る会直ちに完全に中止して欲し

新聞の広告にも講読料払ふのか大きな活字は目に優しいが

新聞を開けば広告多くして一面があり見開き二面も

十余年減塩を心がけゐて料理するたまに外食すれば濃い味

盛岡は夫と共に行きし街長き氷柱が思ひ出さるる

師を慕ふ卒業生数多集まりて盛岡のギャラリーにて展覧会開く

家に籠りて
赤間洋子
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あま の かつひこ

食事する度にいでくる蝿ひとつ何処に潜むやあはれこの蝿

や

（ウイルス蔓延）

汚れたるままにこころは澱めども沈殿させて静かに生きん

ごみの日にわが六十年の日記棄つ七つの袋に過ぎし日詰めて

少年と少女の恋の物語りなまなましくあり古き日記は

身の垢を十七歳より書き記す古びたノートを懐かしみ読む

老年は魂の季節と思ふかな流らふ雲にこころ遊ばせ

ひぐらしのこゑ輪唱に変はる頃わが裏山は夕日に染まる

君の無きこの虚しさをいかにせん弥陀に縋れど答への有らず

朝四時のすずめのこゑに救はるる鬱なる吾をさとすその声

ゆきずりの人との会話の断片が浮かびて懐かし旅といふもの

飾りある土鈴手に取り振りをればよみがへりくる旅の数々

旅を想ひ大和おもへどウイルスの蔓延る今は為んすべもなし

何事も夢の如くにすぎにけりこの十六年の君との交はり

耐へ難き寂しさ兆す朝ぼらけ君はただよふ粒子となりて

春愁の仏母は雲よりみそなはす驕れるわれらを憐れむやうに

ぶつ も

いにしへに還れと山は若葉萌ゆ畏怖のこころを忘れし我ら

西行が微塵となりて降るやうに花は散りゐん庵の屋根に

幾たびの春の思ひで河内なる弘川寺の西行の墓所

かは ち

葛城の隅屋の桜は散りにけん緊急の事態に見る人なしに

す

移植されし眼内レンズに助けられ新たな世界に生きんとおもふ

まなうらに迦 陵 頻伽の舞ふが見ゆ脳の記憶の仕業なるらし

か りようびん が

瞳にメスの入りて奥処に見えきたる妙なる彩の不可思議模様

め

血圧計脈拍計を装備され瞳の手術に身を任せゐつ

例年に習ひてつごもり蕎麦を喰ふひとり啜りもはや三十年か

この日本何処へゆくかは知らねども除夜打つ鐘を好しと聞きゐつ

あまつ日に向きて揺れゐる冬の薔薇白き花弁に蜂こもらせて

籠に盛れる柿の実ひとつ手に取りて撫でさすりゐつ照りの輝き

こ

仰ぎ見る楓もみぢの華やぎは空よりそそぐ光あればこそ

本を読むわが手の甲に遊ぶ蝿打たぬと知りてか恐れげもなく

蝿の寿命二十五日と聞きをれどかれこれ三月わが傍に居る

令和二年
天野克彦
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あ り いずみ や す こ

店前の道路を流るる土砂岩を映して箱根の現状娘伝へ来

さがし眼で追ひてテレビに映る孫に近づく

14

（同）

（中村哲氏）

ガスコンロ空だき防止つき安心吾が脳みそも新しくせむ

今日もまた鍋を焦がしぬ叔母たちの入所の因なる鍋の空炊き

もと

愛用の父の形見の万年筆どこに隠るや見つからず過ぐ

公園に彼岸花咲く小平の霊園にも咲きてをらむ

藤棚の葉陰に一房返り花ひそと咲きをり炎暑の中に

いま在るはたくさんの人のお陰とぞ改めて思ふ戦後七十五年を生きて

反対も夫の想ひを大切に心をこめて弁当作りぬ

働きたい夫の願ひの聞こえしか友の誘ひに道開けたり

二年をも隠れてゐしとふ堀訪ぬ亀鯉泳ぎ緑映せり

びしよぬれの財布の中より子の名刺吾が免許証も微笑みてをり

盗まれし財布届くと知らせあり二年ぶりなる署での再会

雲間より日のさしこみて雨に濡るる柿の若葉のやはらかに光る

さはやかに風吹く緑の河川敷ジョギングサイクリング親子で賑はふ

河川敷に広がる今日の空蒼し山に登りていつか見し青

孫たちの産湯に使ひしガーゼタオルマスクに変身柔らに優し

絢野さん母祖父曽祖父と学びたる高校に合格桜咲きたり

感染者まだ出ぬこの地も休校とぞ街に公園に子の姿あらず

兄の後遅れまじとぞ小二の孫お尻ふりふりペダル漕ぎ追ふ

部活動中止となりたる兄弟が自転車こいで遊びに来たり

晴天に恵まれ屋根の工事終ふ孝行出来しと夫安堵する

亡き父母のすごしたる部屋雨漏りす迷ひもあるも瓦替へとす

響起くんの活躍大きく載りをりと新聞切り抜き友持ちくるる

冬休み今日で終はりと書き初めの宿題持ちて小二の来たり

空見上げ山々に向かひ深呼吸今年一年笑顔でゐたし

背番号

小柄なる体に素朴な笑みたたへ用水路作りの活動語りたり

難民の命を守るは武器でなし水と緑が必要と説きし

夫の脚歩幅の狭くなりてきぬ孫吾に遅れる山道に来て

鉄道も道路も寸断客も来ずと娘よ晴れる日も来るらむ

三兄弟
有 泉 泰子
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いけがめせつ こ

迷ふ事ありても教へてくるるゆゑ力強かり冬雷の友

診療所の床板めぐるロボット掃除機済めば定めし位置に戻りぬ

診療の終りて帰る娘の車を防犯カメラに見送る我は

暗闇の空に真ん丸き中秋の名月しばし眺めてゐたり

休診日には我に関係あらねども心安らぐ目覚しかけず

余生なれこの先深く思はざり未だ動ければ何でも為さむ

琴の音をテレビに聞けば懐かしく机上に手真似でテントンシャンと

夕空に半月浮けりその向かう薄紅の二筋の雲

雨あがり日差しに庭の大き石苔の緑がてかてか光る

早朝の清しき空気に深呼吸適度の散歩を楽しみながら

困つた時にこれを押してと息子の置く非常ボタンをわが枕辺に

息子より今日は母の日花一輪玄関の前で写真をとりぬ

マスクをば二重に掛けて散歩する足鍛へむと決めて毎日

真夜目覚め短歌浮かべば直ぐ起きて書き記すなり明かり灯して

息子のパソコン開けば遠き日に飼ひし白猫の大写しの顔

息子が我に椅子付きカートを買ひくれて疲るればすぐ出して腰掛く

わが為に毎日手作りの料理をばタッパーに幾つも持ちくるる娘

遠き日の文章教室に学びし友の便りに当時の作品集見ゆ

余生なほ齢にこだはらずわが為と買物散歩は率先してゆく

陽射しよき街路をゆけば木の葉の影のくつきり道に絵の如きかな

大会にて三位の盾を賜りぬ金の如くに輝く机上で

この齢になりても食は衰へず「食ひしんぼー」と娘は笑ふ

毎日の散歩にかなり足腰の鍛へられたる感じするなり

姪より兄の墓参に誘はれて車での送迎に感謝するなり

今日ひと日為したる事をば思ひ出し日記に記し零時過ぎたり

カート引き街路樹ゆけばカラフルなイルミネーション輝く夕ぐれ

散歩にも何処に行くにも持ち歩く鉛筆手帳はポケットの中

長寿だと思ひし母の八十六歳迄はどころか卒寿越えたり

板の間に掃除機をかけモップかけ良き運動なり時間はとらず

買物に行く都度いつもカート引き杖の代りになりて楽なり

日毎の散歩
池亀節子
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と あい こ

ポメラニアン抱きて娘の帰り来ぬレトリバーと暮らすわが家に

並木道歩みいる時この下を流るる川を夫の言えり

ひさびさにふたりで歩む並木道散歩の犬に声掛けながら

レトリバーポメラニアンと歩みたる並木の道に知る犬おらず

通学の時間を避けて出で来たる並木の道にアケビとるひと

朝の日に映るふたりの影写し何も言わずにまた歩き出す

転んだら全身不随と言われたる夫に付き添い並木を歩む

娘らの休みと遅番書き入れて十月の暦にぎやかになる

成人となりたる二人の男の孫が労りくるるをやんわり断る

中学の孫との通信ラインにておおかたスタンプ文字のすくなし

従兄弟らもいもうと家族も来ることの出来なくなりぬ今年の盆は

こんな小さなバッタがいると嬉しそうに夫は二本の指を狭めて

球管にいくどもあたり落ちたるは黄金虫なり夫喜ぶ

何処より来たるか部屋の球管に幾度も激しくあたる甲虫

金柑の嫩葉に動かぬ幼虫を見ながら思うその親のこと

つかれたる眼を閉じてふせおればリズム楽しき雨だれの音

サボテンの鉢に同居のオキザリス溢れ咲きおり日にかがやきて

幼より少女へそして娘へと変わりゆくごと芍薬ひらく

三が日のみの休みと継がれきて雨降るなかをラジオ持ちゆく

朝六時二十三分にラジオ持ち家を出てゆく夫の日課

ラジオ係つとめていたる人の逝きわが家にとどくラジオカセット

家に来て誘いくれたる人につき夫がラジオ体操始む

桜草の花にこころを静めきてその花の香をながく知らざり

ある時はおばあちゃんと言いある時はあいちゃんと言う三人の孫

夫の手術決まりて医師の説明を娘と孫の和眞も聴きおり

入院をして決めたると和眞くん臨床検査技師を目指しぬ

高校二年の和眞くんに潰瘍性大腸炎と診断くだる

大海に向かいて大き声出だし君と逝きたる犬の名を呼ぶ

誘われて来たる千倉の海に寄り君と並びて波の音を聴く

病む犬の世話を引き受け旅行にもゆかざる君を娘の誘う

影法師
江波戸愛子☆

ば
え
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おおかわすみ え

一夜で世界が変わる予報あり六十年前を思いだしたり

建ち並ぶマンションの間に輝くは十五夜の月何か感動す

最後かも国勢調査に二人してたしかめ合いてカッコぬりゆく

子らの声姿も見えずわが近所ますます老化さびしくなりぬ

ぼけたねと二人で言い合う物忘れ仕舞い忘れに日び格闘す

給付金で風呂場のタイル修繕す心安まりありがたきこと

戦後より商い来たるセトモノ屋ついに陥落ひと手に渡る

部屋内のほったらかしの時計の針でん池取替えすべてを合わす

日を浴びて夫は床屋に吾もまた惣菜買いに梅雨の晴れ間を

長雨に野菜は高値ピーマンの袋丁寧にあけ三個とり出す

三ヶ月近所にいても姿見ず友が駆け寄り会えて良かったと

行きつけの美容院より電話ありホッとして受け喜びて行く

へこたれる心の中に灯がともる『冬雷二〇一九』にわくわくしたり

歩くこと池亀さんを見習いてマスクをつけて楽しみ見つけ

区役所の公報注意報聞きながら罪のごとくに買物に行く

大き声よっぱらい先生がなつかしい大山先生の師を思う歌

想像し楽しくなりぬ冬雷のいたちの歌にほっこりとする

はなは散り青葉の季を迎えゆく体ざわつき令和の春は

淋しさは日に日に増して幼名をつぶやき呼びぬ「おさむ君よ」と

幼子の時より知れる人びとが逝きたる回覧淋しく見たり

両手で受けていただくふきのとう料理の仕方わからず困る

新型のコロナウイルス防ぐため寺の知らせは法要中止に

住職が逝き庭の大木つめられて落葉のゆくえ見上げて通る

なぜかしらふるさとの歌うたう時大久保さんと同じ涙す

コンビニに通いなれ来てその度に二杯のコーヒー持ち帰る

今日一日何事もなく仏壇のとびら静かに閉じ感謝する

旅先のみやげ話にあいづちうち青年の気持を受けつつ聞く

味噌汁を週一回はアサリにしタウリン一杯からだ暖かし

朝食はがんこなままに昭和食ユメピリカ炊きやわらかき味

見あげればラグビージャパンのユニホーム一人のファンか風にゆれおり

平凡な日日
大川澄枝☆
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お お つ か りよう こ

ビル建ちて西空望むは適はねど南の窓にはいつぱいの空

闇夜とはならぬ都会の空に見る月は団地の天辺あたり

幾年を被りしならむ見慣れたる麦わら帽子ほつれて遺る

別れを惜しむ暇もあらず友の棺乗せたる車たちまち遠し

小柄なる近藤さんは普段着のままに棺にさらに小さし

手に余る茶碗を両手にしつかりと五歳児が飲む薄茶一服

茶の稽古の母に付き来る五歳児が見様見真似に点前覚える

幸せな思ひに心ふくらませ消えゆく虹を惜しみつつ見る

雨あがる空いつぱいに虹の出で周りに小き歓声あがる

わが心灰と向き合ひ小一時間朝鮮風炉に成る一文字灰

レナウンが倒産したと言ふニュース大好きだつたレナウン娘

立葵の花てつぺんに届くころ梅雨が明けると母言ひたりき

深川不動のかへりに立ち寄る仏壇屋に母気に入りの線香を買ふ

先生の遺しくれたる「無事」の軸いつも私が元気をもらふ

伊藤先生好みし高麗茶碗にてたつぷり供茶をす逝きて一年

霊園まで小一時間の道のりにたまさか出会ふ桜のうれし

川べりに白木蓮の続く道ことしも友の歩みにまかす

ちち母を知るひと減りて長の姉去年逝きふるさと俄かに遠し

子の初節句に父買ひくれしひな人形ことしは飾らむ娘と共に

むかあし昔父と選びしひな人形娘はことし五十歳となる

つくばひの水は凍らず霜柱見ることなくて冬の過ぎたり

青梅を買ひ足し梅のシロップ漬夏バテ防止のわが家の定番

脚立たて笊を持ち出し孫の捥ぐ梅の収穫三十個ほど

七草粥の大鍋いつしか小くなり二人の静かなくらしの続く

土鍋の蓋取れば春の香いつぱいの七草粥を夫と囲む

ひとり住む姉の最期を見届けてくれたる兄に通夜の酒注ぐ

十年前に送りし夫の側に行け方向音痴の姉に言ひたり

姉の遺骨の墓に落ちゆく幽かなる音の途絶えて納骨を終ふ

子が眠る姿に小さく横たはるショートカットの似合ふ姉なり

田舎なまりの姉に合はせるわが会話夫はいつも蚊帳の外らし

通夜の酒
大塚 亮 子
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おおやまとし お

玉響のそのたまゆらも張り詰めて息を潜めしか逃亡直前

法螺吹きと有言実行とのあはひ具体的目標数値へ挑む

はつらつと脳の動くに遅れゆく躰とおもふ朝に昼に夜に

法螺吹きといはるる知れど朝朝の躰を起こす重きからだを

目標値かかげ為すこと盛りだくさん時に法螺吹きと妻に言はれて

ちびりちびり冷酒ワンカップやりながら終りにちかく眠気のきたる

ひやざけ

北方領土の日と騒ぎたる頃ありき二月七日は師の誕生日

二月七日今年も明けて過ぎてゆくこの日亡き師をひとたび思ふ

師と酒の 輩 めける輪のあれば酒の力といふも見て来し

ともがら

コンニャクにたびたび変りぶらぶらの師の躰二階へ運ぶ大ごと

わが亡き師ワンカップふたつ一気呑み舌滑らかに歌を語りき

森下の発行所二階へのぼりゆく階段半ばが突然うかぶ

ハガネ屋のおやぢとみづから言ひたまひ名簿には会社役員たりき

壮年の先生が頭にタオル巻き跼みゐき発行所下の仕事場

「日本を変へたい」とんでもない言葉聞く選挙法違反に雲隠れの後

わが最も弱き部分か左膝足首冷えて雪のまへの空

雪の予報ある今日の空どんよりと暗くまなこに見えぬ雨降る

鳥目だと歎きし母の齢など顧みすればあまりに若く

九月の月頭の高さほどに見ゆ貧しき窓を黄金に照らせ

満月が雲ひとつなく窓に見えかうかうとわが脳まで沁みぬ

八月はわがパソコンの机より月近く見え夜を楽します

光量を少し落して慎ましくあらむ夜毎の照明のもと

変装して軽自動車に潜みたる保釈の時をまた思ひ出す

生涯わが入るなからむ「玉響」といふ室内のゴーンを思ふ

逃亡経路細かく追跡して行けば焼き鳥屋にも寄りたるらしも

幾つかの国籍を持ち日本には逃亡外国人の汚名を遺棄す

日産の株暴落し暴落し戻らぬままにゴーン逃げたり

金の亡者欲の権化の印象を遺棄して被告人ゴーン消ゆ

十五億没収さらに十数億かけたるとカルロス・ゴーン逃亡

日本の古語「玉響」は逃亡に悪用されき室の名として

玉響
大山敏夫
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お がわてる こ

台風の前の静けさ夕方の半月冴えて庭照らしゐる
（十月九日）

（十月二十二日）

十五夜の丸い月見るわがかげが壁に写れば背筋を伸ばす

（一月十四日）

（五月八日）
（五月二十八日）

コーヒーと沙織のケーキ切り分けて皆で食ぶるは生きる倖せ

米寿すぎ「冬雷」があり畑仕事の出来る身があり家族に感謝

時ならず山吹咲きて柊の下に明るく黄の揺れてをり

一年がまたたきの間に盆となる盆棚飾り盆迎ヘする

雨いらぬ時には雨の降り続く漸く蒔きし青大豆黒大豆

農作業もマスクをかけてしてをりぬコロナ考へ身を守るため

籾種を五月三日に蒔きたるがすくすく伸びて田植となりぬ

お釈迦様を今年は家の中に飾るコロナウイルスつづきゐるため

雨あがり子等に呼ばれて見る虹は二本大きく地上へ届く

右手首の骨折八ヶ月すぎて重き物をも軽々もてる

震災より九年夫を失ひて九年線香供へ家族と話す

彼岸には本山さんと次男の妻思ひつつ花と線香供ふ

雨水の日息子とひひな飾りたり歳重ねても楽しく眺む

笑顔にてお陰様でと礼言はる人の喜びは吾の喜び

退院の義弟は電話にまゆだまと餅が食べられ元気が出たと

四年に一度の誕生日の亡き夫なり今年はあるよねと写真と話す

夕方に地蔵様を見に行けばまゆ玉はなく枝のみ残る

年の始め我が家の行事のまゆ玉さし家族でまるめ無事終りたり

ひとくちの屠蘇で新年祝ひたり今年の倖せ心より願ふ

柊の蕾の時に枝切りて花瓶に挿せば正月に咲く

みどり葉の中から見ゆる柚子の実は毛呂山特産黄の色ましぬ

リハビリに息子夫婦や娘らに伴はれ来ぬ只感謝のみ

ひまあればグーチョキパーと指運動右手の不自由つくづく感ず

右手首骨折直りリハビリをつづけよと言ふ医師に従ふ

令和となり天皇即位の礼陛下の御言葉富士は雪化粧

骨折はあとのリハビリ大切と医師の言葉を守り努力す

だんだんと右手の動き軽くなる指先運動草取るかたち

十九号台風の前に百日草切りて仏や玄関かざる

家族に感謝
小川照子
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千葉南部地域に酷き土砂崩れ停電断水に続く洪水

猛暑日の無事越えたるを安堵する群れて紅白彼岸花咲く

スイカにて遠出乗り換へ運賃を認知することほぼ無くなりぬ

日常に予約制増ゆ新しき様式となりゆとり生ずる

少人数クラス編成二部式の呼称新たに分散登校と

コロナ禍の休校明けて教室は少人数に二部式となる

六月の入学式に向かふ子と少し離れて「おめでたう」を言ふ

明日ひとつ用向きあれば気を張りて外出グッズ整へてゐる

人と離れ触れないやうにと倣ひつつ友情育む子等逞しき

「いやな夢・悪夢よく見る」アンケートにケアを求める子の心見ゆ

コロナ禍の炙り出したる我が国の保健所体制どこか危ふし

特段の注意喚起に基礎疾患ある者怯ゆ我もひとりなり

戦争を大空襲の東京を父母生きわれはコロナ禍を生く

大正のスペイン風邪に大震災経て祖父母らは命繋げり

公共の文化スポーツ施設みな閉鎖続きて街の燻ぶる

基礎的な対処すれども未知なれば新型ウイルスに胸詰まる日々

手洗ひとマスク装着最強のコロナウイルス感染予防と

枝垂れ花零れむと「藤牡丹」天辺の枝空に伸びゆく

若木なる「呉羽枝垂れ」の枝に満つ淡き紅梅健気に咲けり

「中高年のこころの講座」を行政と協働事業になせるを誇る

「アクティブ」の名に倣ひたり学びつつ高め合ひつつ地域に生きて

企業戦士たりし市民の立ち上げしシニア団体二十年を重ぬ

公民館合同句会の会員と選句の議論に四日費やす

獅子舞に頭かまれた句のありて地区の伝統残れるを知る

「百歳の大ばあば」の句を作り奨励賞を受ける児十歳

九千句子ども俳句の審査会十二年目もひたすらに読む

廃校の保田小学校「道の駅」にイノベーションも豪雨に破損す

自然薯と鯨ジャーキーかごに入れ菜花の束を二つ手に取る

「道の駅」「直売所」巡り地産品に纏はる話聞きて購ふ

房総に豪雨災害重なりぬ「食べて応援ツアー」に参加す

生き抜く
黒田江美子

み
え
くろ だ
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兼目

一階に寝て水が押し寄せ死亡したる人らの多し台風

コロナ流行は世界大戦の如きなり全世界にて

号

万人死す

感染症対策のため会葬を遠慮するとの訃報の多し

五年前の地区書道展に出品の写真に物故者五人の笑顔

新型コロナ感染者は百八十五万人死者は十一万人世界の統計

買ひ置きなし店頭になしマスク欲しき時に娘が手製をくれる
白以外に黒・赤・青の自家製のマスクをつける人らの多し
わが市にもコロナ感染者徐々に出で八月中旬十一人となる
読み継げば考へ、生き方、人生観伝はりて来る年鑑歌集

コロナ禍でことしのイベント九十パーセント中止となりたり我が街閑散

飲み会はなつかしき語の響きあり勤めし頃は酒飲みとカラオケ

いつの間に八十代になりたるか振り返り見れば須臾の間なり

青蛙もソーシャルディスタンス守るのか三匹ほどよく距離もち休む

（２０２０・４・

親族にも会はせることなし骨となりて初めて会へるコロナ感染死者

喉にガラス刺さり肺が胸から剥がされる咳の症状のコロナウイルス患者

会長を勤めたる書道の展覧会コロナウイルスに中止を決断

日本からの渡航制限にふみ切りたり中国はコロナウイルスの逆流防ぐ

テレビつけ新型コロナのニュースばかり最初に流る新感染者

土、日も店を開きて張りきりし年中無休の書店閉店

右指を頬につけゐてほほ笑める十九夜講の石仏像は

何を書くか展覧会の題材を考へあぐねて今日も暮れたり

死者数が千人を超ゆ新型のコロナウイルスの感染止まず

コロナウイルス人から人へと感染す病原体は解明されず

使つた後濯ぎておけばよいものをそのままにして固まりし筆

年賀状の住所と宛名を書き進めば細字に筆が徐々に馴れくる

毛の長さ一センチほどの小筆にて賀状の宛名を書けば書きよし

火事場ドロ葬儀ドロがゐるほかに避難家を狙ふ水害ドロ居り

19

全世界の死者二百万人になるといふコロナウイルスの猛威は止まず
大臣の事務引継の署名には筆ペンにて互ひに書けり

現在）
13

久

コロナウイルス
空海の風信帖を座右に置く我が「書」の作の心の支柱に

24

ひさし
けんもく
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こ ばやし よ し え

王子に寄り豊洲に向かふ一日の始まりにして駅まであるく

この苦みが旨いんだよと言ひながら腸をひらきて食べゐし祖母ら

庭一面立ちたる煙り道までも届きてゐたり秋刀魚焼く日は

七輪の上に炎を上げながら燃えてゐたりき秋刀魚のあぶら

海近き村に暮らして秋くれば炭火に焼きし秋刀魚にちにち

白き骨形くづれず残りゐる皿のおもての薄らにあをし

一片の肉を残さず一本の骨傷つけず食べをはりたり

角皿に一すぢ細く横たはり運ばれきたる今年の秋刀魚

隙間なく手書きのメニュー貼る壁に「新秋刀魚塩焼き」はざつと三カ所

ちよつとだけと誘はれて入る居酒屋はひそかに会話する人ばかり

末つ子に生まれたる叔母九十八歳もつとも長く生きて逝きたり

「よく来たね」と言ひつつ歩みくる従妹此度の会ひも喪服の我ら

「最後だね」呟く姉にうなづきて過ぎゆく冬の田を眺めをり

弔ひといへど生まれし地に向かふ心にすこし弾むものある

連れ立ちて電車に乗るは久しぶり妹二人並びて喋る

女ばかりと父の嘆きし姉妹四人喪の服を着て故郷に向かふ

窓開けてアイスクリーム買ひし駅佐倉に停まる特急「しおさい」

快速の到着待ちて停まりゐる六両電車休息のとき

草枯れて広くしづまる河川敷かがやく河を守るかたちに

キャベツひとつ丸ごと煮込む調理法聞きゐて少し身の緩みくる

失敗をかるく戯けてやり過ごす友は楽しむやうなゑがほで

動くもののなき窓のそと昼ちかくしろく濁りて息づまる空

アラームを止めてふたたび目を瞑る俯せの肩しんしん冷えて

後方の優先席はうしろ向き急速に去るものを見おくる

錦糸町より都電に乗りて通ひたりき森二会館の例会の日は

これよりは車道になるとアナウンスありて都バスに隣りて走る

一両の電車なれどもやや高く駅ごとにあるプラットホーム

爽やかさ春に勝れる秋の薔薇一両電車の窓ちかく咲く

「東京さくらトラム」の愛称に未だ馴染まねど近頃よく乗る荒川線

「さくらトラム」と言はず「都電荒川線」と告げて乗換案内流る

新秋刀魚
小 林 芳枝
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さくら い か ず え

ウオーキング今宵のコースも変はらずに竹橋発ちて皇居の周りを

我が暮らし隅田川渡りてこそ足らふ築地へ銀座へ時には歩み

隅田川の流れは河口を後にしてぐんぐん波を尖らせ来たる

密を避け互ひの家を訪ふも止め隅田川テラスのベンチにて談

赤あかと太陽沈むを見し晴海今は五輪選手村とし通行禁止区

マンションの窓より見ゆる夕焼けを写メールで呉るる友の呼び掛け

新聞の配達員を追ふ如き突如啼き出すカラスの一羽

午前四時ポストにぽとり朝刊の入る音高く今日の始まる

近隣の倉庫は全て姿消し人住むビルの建設ラッシュ

免疫の力が頼りのコロナ禍に祖母の教へし「旬」を食せむ

花見時「コロナ」に断たれ巣ごもりの我が鉢植のカラー咲き継ぐ

予定なく時刻気にせず急かされずラジオ聞きつつフキの皮むく

これでもかこれでもかと試さるる此の世に「コロナ」の見えざる諭し

次々と予定の消さるるコロナ禍に戦時の制限自粛を重ぬ

三月の最後の日曜雪の降り外出自粛を促す如し

庭園の樹木の中に立ち止まりマスクを外し深呼吸をす

景観をオリンピックに向けての修復と庭園内に柵止め目立つ

人混みを避ける歩みの選択肢築地大橋渡り浜離宮へ向ふ

燃え盛る首里城の映像残るままコロナウイルスの感染広がる

今日もまた講座中止の知らせ受けカレンダーに記す予定を消しぬ

地上に聳ゆるビル一〇一階を覆ひ尽くす花火の光に年開く

全員のカウントダウンを皮切りにビルから一気に花火の噴き出す

レンタルのワイファイ駆使し孫娘「士林の夜市」へ難なく進む

新しきパスポート使ひ羽田発ち初の台湾タイペイに着く

高々と「勝どき橋」の太き文字この橋ハの字に跳ね上がるを見き

勝鬨橋の竣工なりし昭和十五年戦時下となりて万博の中止

元号の変はる時まで後十月足らずを待たず逝きにし弟

と つき

ヘリコプター音響かせて飛んでゆく「即位パレード」の快晴の朝

桜田門入れず回り道の広場前あす「国民祭典」の準備物々し

ランナーの先行く背を見濠を見て我らの歩みは大方一時間

講座中止
櫻 井一江
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こ

足元に触れさうなほど枝伸びてしだるる梅の紅き花親し

味噌汁をおつけと言つてた故郷の母のその味思ひ出せない

石垣の上に茂れる蔓草に混じりて紅き萩の花そよぐ

急坂をくだりゆくときビルの間に港湾の海白く光れる

たまにしか使はずをりしがこの頃はルーペなくして仕事進まず

眼鏡の上にヘッドルーペかけ原稿の鉛筆書きの行書読み取る

窓に寄れば遠目にねむの花ありて薄くれなゐの際立つ日暮れ

急逝を聞きたる日よりパソコンの脇に置くなり歌集『那珂川』

備蓄にも向くかもしれぬ鯵の干物加熱の要らず骨まで柔し

外に出でて人と話すは挨拶のひとことなれど心の和む

エゴノキの蕾に気づき通るたび仰げば今朝は白き花溢る

植ゑ替へたる鉢にたつぷり水をやる赤きミニバラ子の贈りきて

あたりまへの暮しが戻る日は来るか感染者の数おそろしきほど

感染のどこまで続くひたすらに家に居ること守りてをれど

休校になりて家にてオンラインの授業に学ぶと長女のメール

電車内ドアの近くに立つがよしドアがひらけば外気入り込む

掃除用に買ひおきしマスク一箱が見つかり貴重品の如く手に取る

加熱してゐますよといふ鍋のこゑ家族がひとり増えたるやうな

自動調理の鍋に任せる筑前煮出来上がるまで机にむかふ

寒くなくていいねといふ声聞きながら展望広場に見る冬の海

海風にストール被りて顎下に結びぬ常とは違ふ巻き方

海岸に積み重なれる丸き石小さき穴が幾つも空きをり

手荷物を預けて半時間ほど歩く風吹き渡る海岸づたひ

土産物コーナーに宿の人居らず夕食会場にかかり切りらし

揚げたての笠子初めて食すなり鰭も小骨もパリパリ香ばし

焼きものに刺身煮付けと並ぶ膳こよひ魚づくし稲取の宿

梅と桜同時に見らるる時季にしてあたみ桜の満開の花

二十年前訪ねし事のみ覚えゐて園内いづこもわが目に新し

吹き渡る風に梅の香集まりて強くただよふ順路の一角

梅の香がやはらかく立つ園をゆく新しきコートにマフラーをして

梅の香
桜 井美保子

ほ
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さわ き よう こ

片手挙げ挨拶とせり声を出すさへ億劫なる今朝の不調は

正論を畳みかけくる子の声のけふは疎まし微熱のけはひ

御香さんと親しく呼びし氏神の祭懐しカーバイドの臭ひ

ご こん

何やかや理屈並べる傍らにときに聞えぬ振りなどしたり

恙なくひと日の暮れてわが作る一汁三菜夕餉の卓へ

育つ頃犬の名なべてポチなりき何と呼ぶらむ首相抱くは

往時まで三歩の先が見えて来た徐に体重上向き始む

籠り居をどかんと一発藤井君の快挙に今宵われらも弾む

ひとつ家にコロナを避けて過せども我らには無し濃厚接触

残りゐし一株さへも消え果てぬ薔薇を育む手を授からず

つくづくと運よきひと世ふたたびの五条川堤桜を仰ぐ

折り込みの広告少し増えたねとトースト囓る二人の朝

はるかなるサインコサインタンジェント時折舌を転がせてみる

新聞と碁盤テレビのあればよし連れ合ひ飽かずコロナを籠る

好きだけどひとつ家には住めないとフジ子・ヘミング母を語れり

身の内の病巣なだめ今暫し穏やかなる日日堪能せむか

病院の裏口警備の小父さんとお早う交はし二階へ急ぐ

種を播き苗を植ゑつけケセラセラ小康保つ今を張り切る

中継の画面に悪態吹つかけるわれに生れの関西弁ありて

旨いねえそのひと言がぴつたりよ初採りアスパラ口に納めて

如月の手仕事楽し残り糸編み込むマフラー誰にあげよう

朝あさの姑へ供へる一番茶けふは帰省の息子が代る

わが内にゴールネットのもどき掛け先行き少し延びゆくらしも

「てんご」とふ言の葉ほろり出で来たる生まれ育ちのしみ込み深く

大声の寝言に覚むと口々にわれに問ひかく湯宿の朝

こんなにも痩せ細りしか嘆く子の為頑張らう明日のひと口

隣室の真夜の騒動問はぬまま味噌汁の蓋膳に置きたり

三ヶ月の鼻腔挿管頑張りをほめられながら二度目やれやれ

いただきし神社寺院のお守りを下げて通院ひととせ余り

切なげに声に追ひをりしばらくをおいてけぼりの隣家の老犬

隠り日続く
澤木洋子
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しま だ まさゆき

大作を描けるための足腰を保たむとして朝の四キロ

酔芙蓉ひと日を見事に終るころ己の今日を酒に浮かべて

絵を描くこと為し逝かむこの先の残り時間の筆動くまで

団体の展覧会の為にのみ描く大作の意義を自問す

創立の意気を引き継ぎ半世紀中止などなき展覧会ぞ

九月尽予定されたる展覧会如何にすべきか初の経験

曽祖母の生家跡地に楷の木を植ゑたる経緯知る人の無く

平九郎自刃直前眼に刻む滝かと想ひ画布に対ひぬ

滝裏の岩の窪みに缶入りの酒を捧げて何祈りしか

谷底に細く射しくる陽光のゆるる波紋に魅せられ暫し

バリバリと大き音立て回収車に潰され運ばれゆきたり過去は

既に亡き俳優写るネガフィルム一緒くたにして燃えるゴミに

外出の自粛となれば粛々と過去を消し去る作業に励む

今見れば不出来なる絵の数々を粗大ゴミとす未練など無く

恋といふ文字も知らざるあの頃の薫る若葉と春蝉の声

故郷への帰省つつしみ山鳥の母衣打ち聞かず緑増しゆく

ほぼ一日ウイルスニュース流されて行き場失ふ民の一人に

家と会社往復したる四十年勤め終はれば男は独り

良き酒に旨き肴に友と居て過ぎゆく時を至福と呼ばむ

カラオケに大声出すは善しと聞く月に一度は昔の友と

ふとしたる時に誤飲の多くなりペロリ舌出す訓練せねば

風に乗り彼方に散れと願へどもコロナウイルス猛威止まらず

風強く陽射し豊かな冬の朝在宅勤務を嘆くメールが

紺碧のその奥底の暗闇を描ききれずに終はる一世か

蕗の薹薫る天ぷら添へたれば一味ちがふ今宵のうどん

黙契の友と呼べるに相応しき一人居りにき七年前に

根なし岩流されたれど溪谷の幾万年の岩は動かず

溪谷の橋無事なれど欄干に草木の絡み丸太食ひ込み

此処までも水来たるかと木の枝にゴミぶら下がるゾンビの如く

人生の最後と決めたる二人展生前葬の如く賑はふ

黙契
嶋田正之
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せきぐちまさみち

吾の肺のフィルター取り出し水洗ひ為して戻せばすつきりするかも

組版の腕を競ひし先輩がクモ膜下出血にて死す終戦の日に

仏壇に四つの位牌並べゐて〝光華院〟の実父に萩を先づ供ふ

髙島屋の風呂敷売場に求めゐし日の丸の国旗折り目の目立つ

低学年用の芋掘り畑は今年もまた緑葉豊けく朝に眼に沁む

母の生まれし大正七年に原 敬 出でて近現代の〝近〟は外せる

はらたかし

公民館の廂に翁がカメラ向け尻赤き燕を気長に待てり

吾が撮りし「乾門」の載る単行本贈られ来たり稿料の替りに

目覚むれば「ああまだ生きてゐる」血流の澱みの堰は堪へてゐるらむ

横向きの顔のかたちの山形県ひたひの部分にわが友は住む

開くこと無き勝鬨橋の岐れ目に身は揺られゐて川面を覗く

隅田川東岸の側道杖を曳き佃大橋潜れば築地大橋の見ゆ

佃大橋なき頃吾は配達へ蒸気船の〝渡し〟にて月島へ行きし

深川に暮らしし頃は永代橋を都電にて往復しき東京駅まで

退院せる陰性患者の表示無くコロナは日毎に足し算ばかり

木斛の小さき円ら実落下して赤黒くなりゐて道端に溜まる

友人のこだはる部隊の通称名「肝」の一文字の説明空し

おのづから身の丈知るやコニシキ草蔓延るでもなく枯るることなし

呼吸器科の待合室に空席無しおほかたは無言にて視線は動く

眼鏡掛け鼻チューブ付けマスクする一刻苦労する限りある耳輪に

しなければならぬこと幾つか思ひ出づ〝断捨離〟といふ現実の他にも

地中海の眩しき光を知らしめしマリー・ラフォレはスイスにて逝く

人通さぬ歩道の続きて霊南坂に沿ひたるアメリカ大使館の威容

笑ふこと泣くこと忘るるごとくゐて車煽られひと日怒れり

濃きインキの歌稿の筆跡に幾人か来し方さへも滲み出るを見つ

京橋の通気口の脇に佇みて待てどマリリン・モンローは来ず

経験無き突風に帽子は飛ばされて歩道の標識に掴まりて堪ふ

喜寿までを生きむと欲す問はるれば母の死の齢超ゆるだけの理由

八ヶ所目を看護師五人目がやうやくに静脈探し当て点滴の成る

老人の逆走の多さを聞きてより吾は逆走したき昭和の時代へ

四つの位牌
関口正道
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なかむらはる み

泥の香の僅かににほふ水道水きのふ決壊の川の水なり

さつまいも試し掘りする姿見ゆ農地継承の若き夫婦なり

花持ちと日陰に強しインパチェンスここ数年の庭を彩る

窓を開け鳥の囀り久びさにエアコン酷使の夏の終りぬ

勢ひの陰る畑の草草よ陽のやはらぎて秋の気配す

口座より勝手に金の引き出さるドコモコウザは新たな犯罪

モロヘイヤ茹でれば粘る不思議さよ高温多湿に枝葉を広ぐ

高温と大雨降るも我が畑ピーマン大きく枝に下がれり

赤飯と玉蜀黍を弟が届けてくるる自粛の盆に

梅雨明けて畑に出るも太陽は長袖抜けて肌を焼きゐる

投石と誹謗中傷あると聞くコロナは人を鬼に変ふるか

いよいよかコロナ陽性二人出る夫の職場街中のビル

新しき電波時計を寝室に無音設定に静寂を得る

久慈川と那珂川氾濫は去年なり高台のわが地に移り来るあり

降水帯バックウォーターにパイピング専門用語に詳しくなりぬ

追ひつかぬ畑の草刈り花咲きて日日に増えゆくハルジオンの白

紐付けは便利か監視か気味悪しマイナンバーカードにキャッシュレス機能案

在宅の勤務の夫と二人喰ふ店での寿司はやはり旨くて

畑へは曇りと夕を選び行く照る陽の痛し五月晴れなり

時短にて営業続くる直売所へサヤヱンドウを並べて来たり

膨れゐる入道雲の遠く見えいまだ五月の土砂降りの雨

金さへも不潔に感ずレジに来てスマホをかざす支払ひ増えて

それぞれのソファーに寝転びスマホ見る在宅勤務の夫とふたり

滑舌の良き都知事のアナウンス元キャスターの強みの生きる

東京のコロナウイルス急増すオリンピックの延期を決めて

ネットデマかトイレットペーパー売り切れて空棚映すテレビも煽る

震度二にパニック起こしし幼き日震度四にも動じぬ今は

鈍き音しばらく続き揺るる家今夜は強めかと再び寝入る

古くから住む者たちへ突き付くるハザードマップの冷酷な真実

ヘリの音けふは久慈川か那珂川か水害の地へ羽音ふるはす

複合災害
中村晴美
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はしもとふみ こ

思ひ出す小学六年秋の山先生の持ち山にきのこ採りたり

日曜日朝図書館と美術館開館待つ人長き列なす

（月齢十七）

（於・松本）

（九月十七日）

ピーマンの緑濃き葉のよく茂り見落しなき様のぞきては切る

日中は家にこもれど夕空と鳥の群れ見る夕方うれし

朝からの重き雲晴れ嬉しかり東の空に上弦の月

白き花びら百枚重なる白繍蓮花の中心青く光れり

池ごとに睡蓮の種類記されて水鳥すみに並びまどろむ

睡蓮の咲く頃待ちて八月二日伯耆古代の丘へ案内を受く

夕焼けの大空田の面にひろびろと早苗の緑しま模様なす

川沿ひに早苗田広く遠く続き夕焼けの空田の面にうつる

児童らは授業始まり友に会ひ喜びの声あたりに透る

鳥取県感染三人に力得て五月七日に新年度となる

（昭和中頃）

コロナウイルスの怖ろしき肺炎流行に新学期にならず四月過ぎたり

暖房は炭火の炬燵のみなりし松本の冬窓には霧氷

マスクから出る呼気たちまち白く凍りまばたきしにくき松本の冬

寒き朝我が行く前をセキレイが二羽急ぎをり川沿ひすれすれ

地理Ａの教科書の写真美しく旅する心地になれるひととき

高校の国語と社会の教科書を「卒業記念」と孫がくれたり

きらめきて積れる雪の一つ一つ結晶の形美しかりき

拡大せず雪の結晶見えるかと川又先生電話下されき

中海に流れゆく溝深くして投げ込む雪のかたまり流る

小学校スキー教室開始され新聞に大きく児童らの姿

青空にくつきり映える雪の山伯耆富士の名さすがの姿

大山に雪なき冬かと案じゐて一月末の雪に喜ぶ

『令』の字に召集令状思ひ出す学徒出陣経験者の便り

出雲大社囲む樹林の今静か夜明けの森の声をききたし

つや光る太き柱と高き屋根しめなは太くみな重重し

家族にて出雲大社に参拝と祖母の二人も誘ひくれたり

大山の夜明けの上空あかね色中空青く月白くあり

我がびくに毒きのこなく松茸のありしを大いに賞め下されき

日々の歌
橋本文子
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よ

差してよしささでもよしのこぬか雨かぜ来たり傘を展ぐ四辻

しづかなる小春日和の庭園は緋鯉も亀も生を愉しむ

年々に対象はふえ町会の敬老祝ひのひと品が減る

実も花も莟もつける茶の木あり秋深む園によわき陽を浴ぶ

人ふたり松の手入れの園のうち遅咲きの茶の花にたたずむ

おとうとが妻と連れだち訪ひ来たりコロナ禍でこもる半年を経て

夕づきて公園の隅に草を引く我が身に近く蟬鳴きだしぬ

仰向けに脚を動かす蟬の子は乳白色なり弱よわとして

夥しき楠の落ち葉を掃き寄せて羽化の途次なる蟬にでくはす

梅雨明けの暑き朝の公園に暑さ互に言ひつつ掃きぬ

小ぶりなれど艶よき茄子を摘み取ればふいに指刺すトゲに戦く

屋上に生りたる茄子に声かけて盆の霊負ふ役を頼みぬ

賜ひたる大き真鯛の美しけれど捌き得ざれば店に持ち行く

尺に余る美しき真鯛賜ひたり大いなる存在に気圧されてゐる

マスクしてサングラスして傘さしてコロナ禍の夏を生きて行くべし

ビニール袋裂けて散る残渣避け歩む烏の達成感思ひなどして

コンクリートになめくぢ這ひし跡ひかる蛞蝓のはらは傷まざりしか

若みどり豊かなゆるき坂をゆくアメリカ花みづき花はをはりぬ

三密を避くる散歩に最適と友推薦のコース試歩する

梅花藻は今年も咲くやはびこりて嵩増したれば少し間引きぬ

水槽の壁面につくはクロレラか漂ふはあをみどろメダカの林

楽しみに覗いてますよ長生きのメダカですよねの声に和みぬ

給水は天水ですかと問ふ声にほぼさうですと応ふ素直に

散歩らしき爺と連れだつ男児がわが水槽のめだかを覗く

買はざりしあの日の訳は忘れたりけふは迷はず焼き芋の前

このひと日寝てゐてもよし起きてよし稀の自由のある有り難さ

連休の中日の床に寝過ごして夢のつづきをさがしてゐたり

ガラケイは耳元に揺れ早暁の深き眠りの夢をくだきぬ

令和元年今日は最後の満月と屋上にみるさえざえ照れり

明るめる障子を知りて目覚ましのベル鳴るを待ち寝返りをなす

日々是好日
穂積千代

ほ づみ ち
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ますざわさち こ

初物の柿届けられ里山の夕焼け胸に広ごりてゆく

里山に育てたる瓢箪カボチャにて山の夕焼けのオレンジまぶし

黒かのこ夫の帯を伸ばし置き小袋作る十二個は多し

天国が良ささうねと久びさ友の電話独り身どうし「おやすみ」と切る

優良賞得たる新米台風に負けず取り入れ甥の送り来

ことあるごとスカイツリーの色変り今宵軽がるブルーに輝く

膝と肱擦りむきたるまま骨折なきを良しとしてをり

柔らかな羽二重縮緬和物をも事なく成したるミシンの仕事

長年をたすけられたる工業ミシン処分時かと油をそそぐ

戦争に行かずすみたる青年は父母喜びのビル残したり

夫昭和八年八月八日の生日なれば五男なれども父母喜びしか

里山より山蕗届き皮をむく母の指先なつかしみつつ

在宅勤務に〇印つけて娘は仕事す「ただ今仕事中」とドアの中

医療関係に働く孫にコロナ菌近くはないか心いためぬ

真白なつや持つタマネギサラダにと割れば抱きゐる新芽の二本

ワンカップの米を研ぎつつ手を止める後いくたびのこの仕事かと

長びける在宅勤務に娘も馴れて猫膝に抱きパソコンに向かふ

老いたれば外出無理だととりどりの花送り来る里の姪より

コロナウイルスに家居のわれを気遣ひて山もりの花土佐より届く

よべの雪ほつこり乗せて韮の花くき青々と庭に広ごる

一人身となりたる友が解かれたる介護の様子明るく聞かす

奉納の紫の袈裟を身につけて経あぐる住職声重々し

三回忌夫の好みし土佐鶴を供へて甥は盃を干す

いつにても猫の絵柄の薬袋側に置きて身を守り居り

大袚の形代は男女別寂しきは形代一枚で用すむ家族

久々に君が代バンザイいくたびも皇居前パレード前夜の祝ひ

僅かなる過不足のある古切手箱に納めぬ出番来るまで

戴きし杖使ふたび「がんばれ」の声きこえ来る嬉しひとこと

病院食塩分量など参考にせむとメモ採る優良患者

退院後は美味しい物を召し上がれ膳並べつつ看護師やさし

優良患者
増澤幸子
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みずたにけいいちろう

冬に向かふ風に揉まるる老樟を仰ぎ立てれば葉の音かわく

禁煙の喧しき世にデパートの喫煙室は女性にて混む

サングラスとマスクを掛けて顔面の重苦しくゆく人混みのなか

微かなる草生に潜み日すがらの炎暑に生きしコホロギのこゑ

駐車場のわづか草生にコホロギの日暮れ鳴くこゑ屈まりて聞く

大き葉のみどり犇めく蓮池に花は直ぐなる茎の上に開く

市場池の一隅を囲ふ蓮池に淡紅のつぼみ幾つも揺らぐ

上げ潮の匂ひたちつつ川尻の干潟に波動ゆるやかに寄る

前の席に熟睡をんなが目を醒ましすぐさまスマホを弄りはじむ

少女期に遺され若く逝きし母の「喜寿」なる年を不意に娘が言ふ

種を抱く絮いつせいに吹かれ飛び草のいのちはほろぶことなし

曇天のひかりを返す川尻の干潟に降りたち鴉が漁る

エレベーターの床のマークに人ら立ち向き合ふことなく運ばれてゆく

コロナ禍の恐怖ひきずり街に出て近体距離を意識してゆく

咲ききりし泰山木の花一つぼつたり落ちて路地匂ひたつ

厚みある花びら反らすほど開き泰山木は枝ひろく咲く

どしやぶりの雨の飛沫が昼白く見下ろす隣家の甍を隠す

「満を持す」言葉さながら雨後の陽に莟を一気にひらく辛夷は

花ひとつ一つに嘴入れ蜜吸へるメジロの素早き行動見てをり

紅梅の細枝の震へに目を凝らせば蜜吸ふメジロが頻りに動く

水の辺の風が吹き過ぐ梅園のベンチに坐り香気を浴ぶる

枝を広ぐ桂の上にたたずまひ乱して青き空の条雲

海風をやがて孕ます帆をたたみヨットハーバーにマストが並ぶ

靴ふかく踏みこむ浜の砂丘を下りつつ疲労は踝にあり

カイツブリの若鳥らしく丸みある体ふんはり葦洲を巡る

寒々と水を湛ふる深泥池の枯れ葦の間をカイツブリゆく

歩くことを厭ひ車に頼りし脚老いて歩行の日々をよろこぶ

直系は吾れのみにして支那事変に戦死の叔父の墓碑しまひ決む

手柄たて勝つてくるぞと吾れの頭を撫でて征きにし叔父は還らず

冷ゆる朝の目覚めよければ躊躇はずサンルームを開き大気みちびく

満を持す
水谷慶一朗
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もりとう

倒れたる松の根方にあらはなる太き泥付き牛蒡のやうな根

参道の揚げ饅頭屋シャッターを閉ざしテナント募集の貼り紙

乗換のひと駅歩くと娘言ひ散歩がてらにわれのつきゆく

素材別に下がる風鈴一斉に鳴るなかガラスのひと際高し

ランチ終へ娘ふたりと歩き行く行幸通りに風鈴の音

メトロより東京駅に向かふ地下こんなに静か人影まばら

公園に鉄棒あればぶら下がり十まで数へふたたびあるく

植込みの木々に囲まれ浜木綿の車道に向きて次々と咲く

歯科医師が治療の前にイソジンで嗽をどうぞとコップ渡さる

再開の東御苑に人まばら菖蒲の花の緑に映えて

資源ごみ回収の朝リヤカーに新聞雑誌持ち去る老い人

栴檀の咲き初め淡きむらさきにベールのやうに霧雨のふる

次々と白き花咲く公園に今朝は栃の木円錐形の花

美容院何処も休み伸びすぎの襟足の髪どうにかしたし

「行つてくる」と出かけたる子の直ぐ戻る今必需品のマスク忘れて

文旦の砂糖煮呉れる友を待つナンヂャモンヂャの花咲く木下

寄贈ありとマンション全戸に配られる除菌スプレーマスクひと箱

粗大ごみ置き場に大きスーツケース我が家もあり押入れの奥

公演の迫るも混じるポスターに大きく書きある中止の文字が

歌会の会場四月をキャンセルに来たるセンター閑散として

トイレットペーパーティッシュ無き売り場急ぎ戻りて在庫確かむ

観覧車回る広場を通りぬけ水仙見ごろの小道をあゆむ

新木場より湾岸道路に並ぶ道を臨海公園目指して歩く

音楽の流れるなかに大筆に「愛」と一文字パフォーマンス書道

袴付け女子高生の五六人イベント広場に書道の準備

冬の日をあまねく受けて大公孫樹円錐形を保ち輝く

濠水にせり出すさくらの残り葉を揺らす冷たき風の吹き行く

浚渫船の人と話をしてゐるらし水の中より声のひびける

街川に浚渫船の停泊し今日は潜水作業中の旗のたつ

倒れたる松の根そのまま置かれあり自然のままの木々見て欲しと

風鈴の音
森藤ふみ
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たかし

教皇の「核」への決意に行く道を改めて問はる我が国の任

戦前回帰の予兆覚えぬ

結論が先にありたる審議会手続き上の単なるステップ

夕陽背に鮮やかに咲く曼殊沙華二十間余のほつとする道

滝までの小径くだればゆくりなき倒木ありて薄き苔むす

十人を限度としたる展示室いづる数のみ順次入れゆく

検温の画面にポーズとる子らにマスク不用と言ふ日はいつぞ

被爆せし黒き聖母の映像に核廃絶の祈り託さむ

原爆の語り部ならむと穏やかに語る少女の目元やすがし

天皇とアベ総理との歴史観へだたり感ず平和への道

例文のやうな式辞を読む首相戦没者への思ひやいづこ

湿原をうねり駆けゆく長風は池塘の水面ゆらしゆらして

コロナ助長す
収束を期待し夏の来れるも GO TO CAMPAIGN
ＧＯ ＴＯと叫び木道かくる子ら日頃の憂さをここぞと晴らす

コロナ禍の拡がりにつれ口元は色彩ゆたかときに蝶まふ

いつしかに霧は薄れてガレ場の先一切経山照りてあらはる

風いでて霧の切れめにぼんやりとワタスゲの群ゆらぎをりたり

霧ふかく沼辺わづかに見ゆるのみ後は塗らるる墨の濃淡

聖性と母性とアガペー重ね持つ聖母に感ずときにエロスを

不惑をも待たず旅立つ母の手に顔よせ泣きし六月一日

「審議会」忖度ゆたかな人多く結論むけの煉瓦つみあぐ

今年また「種蒔き兎」は痩せ細り皐月二日は初の真夏日

枝枝のむらさきだちて寒暖は若葉の萌えの近きをつたふ

物言ひぬ議員で決まる多数決

小雪降る沼に映れる木々と嶺うすずみ色の静の濃淡

薄氷わづかに残る沼の中ハンノキ林も春待つ葉の芽

何ごとも多数で決まる恐ろしさ同じ器の茶のみ吸ひあぐ

法制局・検察庁も私意のまま総理を囲む忖度・保身

あの時の安保闘争「何だつた」閣議で済まさる中東派遣

じわじわと雪雲覆ふ西空にうらがなしもよかそけき虹の端

神仏のアガペと慈悲の非情さをアフガンにみる中村医師の死

忖度と民主主義
山口

嵩

やまぐち
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やまざきひで こ

暮れ方の空の半月久方振りとアベリアの匂ふ傍に仰ぐ

医院への道をゆるゆる歩みゐていつも花の季待ちゐる心
背丈ほどのレモンの木ありて年々に拳大の実今年は八個
柿の木を見上げ今年は当り年などと古里思ひ出しをり

（二月十日）

ルールなど解らなくても娘と二人ゴールをすれば手痛きまで拍手
「川又さんお元気ですか」冴え渡る十六夜の月に言ひてしまひぬ
山小屋に行かむ誘ひをことわりて一人七日を淋しく過す
独り居が如何に淋しく難しく改めて思ふ独りに尊敬
朝々を「気をつけて」と送り出す娘の居らず始まる一日
雪も無く快適といふ娘にはゆつくり休めと明るく言ひたり
黄の色の濃き山茱萸の咲く道に山小屋の春の林思ひ出づ
道沿ひの花桃海棠咲き揃ひても何か弾まぬ花へのこころ

年重ね過ぎゆく日々か古里の味が無性に恋しくなりぬ
さばなま り

柿みかん枇杷に無花果栗の木と父の好みの果実豊かに
鯖生利松葉に燻したあの香りあの味今も忘れない
思ひつき古里の店より取り寄せて食してみたり幾年振りか
幼きより食せし味とは変れども生利は生利只懐しく
近海の鯖にはあらずノルウェー産松葉に燻した香りも無くて
吾が漬ける梅干一番と言ひ呉るる遠く住む孫を思ひ漬け込む
南高梅の熟度見定め追熟を待たむとすなり後二、三日

（五月）

もみ紫蘇と梅と交互に漬け込めば手に染まりゆく紅の色
辣韮の甘酢塩漬紅生姜吾の今年の大きな仕事
み社の青銅甍の重々し並み立つ大樹も早夏木立

天候を見定め三日三晩干す梅を暑き日差しに裏返しする
ふつくらと赤く仕上がりたる梅に減塩消毒兼ね熱湯注ぐ
生垣の珊瑚樹の葉のつやめきて葉陰に赤き円ら実のぞかす
風船かづらの小さき花にしじみ蝶見つつ風船ひとつをつぶす

（ラグビー）

眠られぬ夜半を覚めゐてヴァイオリンの調べ懐かしきツゴイネルワイゼン

地球温暖化訴ふる少女のグレタさん涙の声にじつと聞き入る

大型の台風予報気にしつつ植木片寄せ干棹固定す

古里の味
山﨑英子
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やま だ かず こ

真っ赤なる夕日があたりを照らし出し透けている月が東の空に

こんなにも複雑な音連なりてベートーヴェンは普通にあらず

久し振りの電車の中は緊張す間隔を空け座りホッとす

キャンセルの切符が取れたと子の誘いコンサートなら行くと応える

一時間待って家族と見上げたる雲が動いてあれが火星か

ためらって五か月行かぬ美容室うしろで髪が結べてしまう

連日の猛暑のさなかの炎天下ポッポッとひらく鉄砲百合は

明日には庭草抜こうと一週間あまりの暑さにしり込みをする

決心しやっと電話で予約する迷ったすえの歯科検診を

一つ付け二つ目バッグに忍ばせるマスクはわれの守護神なるか

フェースシールドつけ登校の児童らの笑顔をとらう新聞記事に

脚立たて上り下りしてカーテンの洗濯終えて坐り込みたり

久しぶりに子供を見ているレッサーパンダ限定入園の動物園で

念願の糠漬けはじめて一ヶ月春キャベツ入れ明日が待たるる

熱心に補聴器さがしてくれたわけ聞き返されてイライラしたと

一分で良くなるという耳の本もしやと読めど覚えておらず

ロールパンにベーコンパンあんパンと手作りに飽きフランスパン買う

ピンクより赤い大きな月の出てスーパームーンと娘の声のす

気づかずに過ぎてしまっているだろう「フモトスミレ」と小さく記す

どこへ行くどこに行こうか人を避け森林公園の桜を見よう

青空に伸びやかに鳴く燕らよ知っていますかコロナウイルス

白菜を割れば花芽が現れるもう春ですと言わんばかりに

少し萎びたニンニク使いスパゲティ新型コロナに外食さける

一日に一度かきまぜ五日目の糀と塩は潤ってくる

とりあえず目覚まし機能をセットして明日の朝は頼みますよと

らくらくスマートフォンといえど楽でなくガイドブックを手放せずみる

目を開けたのと長女はとても嬉しそうゆっくりでいい姉の回復

「婆あばおきて」と孫の声は聞こえるか深い呼吸の入院の姉

雨も止み明るんできた妙高の中腹までが色づいている

大粒の雨はフロントガラス打つ八時間かけて夫の実家へ

スマートフォン
山田和子☆
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よし だ あや こ

台風に落ちるにあらず樫の実はみずから零れ庭に広がる

月を愛で詠まれし川又先生を憶えり十六夜の月を仰ぎて

大樫の真上に昇る十五夜の月の光輝にしばし息のむ

炎暑続き庭の手入れを怠れば芝生のみどりを乱す荒草

僅かなる収穫なれど朝々に鉢植えのトマト茄子などを捥ぐ

熱中症感染症に気遣えば悶え気味なる日々の生活

軒下に幅広げくる蟻の大群水撒きやれば素直に戻る

嘗てなき豪雨の災害まざまざと映すテレビにからだが竦む

雨後の朝みどりの台地に咲き満つる木槿の花はむらさき極む

踏み台のハートのマークは色褪せず足元注意を喚起しており

青と赤のハートのマークが踏み台に幼き頃の孫の落書

庭石の間に自生の海老根蘭楓わか葉の木洩れ日うけて

あわい

明けどきの豪雨にうたれ満開の西洋石楠花は樹形を崩す

コロナ禍の休業余暇に村人はストーブ用の薪づくりする

其方此方にチェーンソーの音響かせて外出自粛に山を手入れす

春の日を浴びつつスマホに撮りまくる台地の眺めに孫歓喜して

河津桜の根元に蔓延る海老根ラン古葉の陰に花芽幾つも

季々の花咲き盛るこの台地踏み立つ孫は初めてにして

ときどき

咲き盛る河津桜は紅々と放牧場なりし台地を覆う

スマホ持つ孫と連れ立ち散策す河津桜の明るき台地を

春うらら外の空気が勿体無い休校中の孫を連れ出す

無表情の面輪に笑顔もどりつつめぐりの人と握手する友

交わりを嘗てもちたる人なれど「お久し振りね」に戸惑う友は

認知症を少し患う友を誘い老人クラブの宴会にゆく

門松に釣り合う南天見当たらず赤実ゆたかな万両を選る

温く射す冬日を纏い高台に白木蓮の花芽輝く

大腿骨の骨折に臥す妹よ介護して日々傍におりたし

村こぞり鹿島神社の大掃除掃き寄せし落葉の焚火に和む

冷え込めば静もる里にさわがしく高速道路の車の響き

突風の束の間すぎて散り敷ける落葉の量に溜息やまず

春うらら
吉田綾子☆

冬雷二〇二〇

作品年鑑

自選合同歌集 30 首
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いいづかすみ こ

卒寿半ば師匠の姉の所作見事五十年余も日舞に励む

回転寿司「くら」の見事さ多種多様息子夫婦と幸せ昼食

昼近くピアノ演奏六歳女児二曲披露し安堵の家族

髪まとめ白き飾りの映ゆる曽孫若き師のもとにバレー発表す

花束の絵を持ち曽孫ら敬老日プレゼント為す賑はふ一泊

古典指導終へて九時過ぎ帰り道半月冴えて夜空美し

退職後始めた詩吟三十年総伝授与の栄誉を受ける

一週間留守を預かり送り来る動画楽しく見る日々続く

嫁の家の箱根の家に集まりぬ息子一族夏の楽しみ

白鴎に通ふ日々来て忘れ得ぬ皇太后様来校仰ぐ

松代の東京無線に通ふ日々蚕室二階友らと寝起き

終戦日長野に疎開の女学生玉音放送今も忘れず

頂きたるパイナップルを切り分くる嫁の手際よ味も格別

奥の部屋に籠れる我に笑顔向け別れの言葉四歳男の子

ハンモックに姉と弟で乗り合ひて賑はふ時に父親近づく

ランドセル購入時期は迫るといふ祖父母と話しこの日贈りき

夜中にも痙る足に眠られず睡眠薬も効果なきなり

外出もせぬ半月で思ひがけず膝の折り曲げ辛く苦しむ

新型コロナウイルスニュース聞き過ごす思ひもかけぬ世界の流れ

篆刻の出展作品返されて長寿出品章も同封

新コロナ謙慎展を流れさせ出品返却四月初めに

紅白の混じる椿の美しさ庭に下り立ち落ち花集む

ポップコーン・ジュースを持ちて人真似す映画館内人は半分

喪中なる元日迎へ息子らの誘ひで日比谷映画街行く

今年また都展に出展五十号ちぎり絵になす亡夫の姿

全国の優秀吟者予選会出場意欲孫気負ひ立つ

入退場に全国の会旗翻る大会式典は今年も盛大

全国の吟詠大会山口市往復飛行機今年の記念

舞台横で我を送りし姉君よりよく踊つたと嬉しきひと言

左足押さへの利かぬ踊りなり名取りに恥ぢるか五分の踊り

幸せな日々
飯塚澄子
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いと が ひろ こ

細りたる娘の体重三十二キロ咳き込む辛さ代りやりたし

ちちはは

迫る萎縮どちらに終えるか苦しめないで

父母の残しし田畑売るもならず負担となりいる税の申告
乳癌の術後五年目残そうと決めくれし医師ますます若し
きぎ す

人は死ぬ「散らぬ桜もいつか散る」電車に四時間病む娘の元へ

（コロナ流行

里の庭におりたつ雉子の姿よくやはり生家を畳むはならじ
電車降りゴム手袋を先ず捨てる十双持って病院に入る
母宛に表書きある葉書にて娘は犬の絵描けただろうか

ぷるぷるとわずかに動く左手の指萎縮する娘の葉書待つ
葉書書くを可能なうちは「とろみ食」喉通り居ると信じたい吾
今盛る牡丹の里をめぐり来て病む娘の好む緋色に見入る
難病と戦いながら送り来し母の日の花は娘の心
病床に寝返りすらも出来ぬ娘面会もならぬコロナ禍に待つ

似合うよと夫に言われし紬着る夢に再び聞ける気がして

マスクして紅はいらぬと思えども何年ぶりと思う薄紅

地表より靄生るるらし木犀の薫り日暮れの町をつつみぬ

声をあげて泣いてみたいね逢えぬコロナ禍効薬も無き娘の病

（多系統萎縮症）

コロナ禍にいのちを守る食を摘むアシタバ・三ツ葉・紫蘇・茗荷の子

患える娘の散髪は母の仕事互に待ちつつ五ヶ月目に入る

七夕の短冊に頼るわがこころ娘の新薬とコロナ収束

コロナ禍は難病と死を覚悟せる娘と母を生きて隔つる

月一度夫がゼンマイ巻きくれし柱時計の音を聞きおり

君六十われ五十四のわかれなりきゼンマイの柱時計今もコチコチ

面会十分間のみ）

春立ちて菓子舗に草色さくら色水まんじゅうあり病む娘に持ちゆく

朝八時車の暖気両の手に荷物を六個娘の元へ

花嫁に正月社はなやぎて我れに安堵のひとときがあり

やしろ

娘が先か己が先か神のみぞ知ると思いぬ帰りの電車に

細る娘人工弁二個

暦切れば残るは一枚新しき暦見られるか娘と見合う

病む娘の好みし浜菊軒下に真白に咲くを切るに迷いぬ

土浦の蓮田も見えぬ夜の電車娘の事から切替えせねば

生きて隔つる
糸賀浩子☆
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いな だ まさやす

のぼり行く山陽の路やまやまの大きくなりて夕日を沈む

セザンヌの手紙に説くはそのままに歌の作り方いふ如くにて

太陽と闘つてゐるといふモネの一樹が立てりその葉の緑

学校の九時のかね鳴りどてつぽうの遠く聞こえて何事もなし

八月に梅雨の明くれば夏まなか確かに動く時とこよみは

きのふ初めて鳴きたる蟬の同じ声やや遠方に鳴きをり今日は

新しき道を造るに大きけやき伐られず根方に祠のありて

新しきウイルスのさま知れぬまま高校三年始まらぬまま

銅鐸と銅剣おなじ遺跡に出で歴史の一つ覆りたり

爆弾が降つて来ぬだけよいのです外へ行けぬと言ふ人たちよ

「専門家」はデータ備ふる人をいふ新ウイルスにデータはあらず

囃さるるグローバルなる流通にウイルスひとつ立ちまじり来つ

西洋の諸国の色に塗られゐき母の使ひし地図のアジアは

頭上過ぐるＢ２９の梯団に思へばドップラー効果ありにき

夕暮のいろとなりたる富士のうへ飛行機の雲みじかく光る

フォークとてもてはやされし者たちのテレヴィに並ぶ七十といひ

草の名を知らねど夜ごとつぼみまた開き小さき花つづきをり

低温に散らぬ桜の続くみち紋白ひとつまつはりて来る

日が差せば春あめふれば冬となり西高東低なき二月過ぐ

ＡＩが作れる美空ひばりにて確かにひばりの歌をうたへり

藤村の自筆原稿楷書にて桝目のとほり書かれたる文字

日常はいつもの手順どほりにてお正月なのですねと看護婦がいふ

世の中はくやしいほどに平常に動きをりテレヴィの番組なども

小娘のやうな看護婦ことごとく力を添へてくれる一日

近江とふ踏切過ぎつ近江屋の屋号に呼ばれにし父の家

伯耆大山しだいに富士のかたちとなる南へ走る伯備線の窓

すれ違ひ待つと停まれる駅の名は黒坂父の生まれしところ

何もなき駅に線路の分岐なす東美作西備後へと

石灰石たかく積む駅二つ過ぐ鍾乳洞に母と居たりき

暮れかかる備中高梁かすみをり汗して高き城にのぼりき

伯備線即興譜其他
稲田正康
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おうて き の り こ

次々と来る台風の大被害にただただ早い復旧を祈る

公孫樹若芽一気に吹き出し黄緑の大木窓ガラスに映る
墨田区の広報スピーカーに外出の自粛を午前二回呼びかく
毎朝に計る体重血圧に一つ増えたり体温測定

唯一人になりたる京の友の電話コロナ騒ぎに元気ですかと
元プールの友三人から電話来る楽しかった思い出話す
他の一人と元の生活に戻ったら食事会をと約束をする
受付にておでこで体温中指で酸素の量を計り手を消毒する

厳重なコロナ対策で手の消毒体温計りフェイスマスク持参

麻雀教室月に二回を一回に二組に分けられ十六名でする

隣庭の大公孫樹は淡き黄の銀杏たわわなり緑の中に

黄揚羽蝶みかんの木を周りながら卵を葉に産みつけたるらし

朝早く鳥の囀り蝉の声に目覚めてカレンダーの日程を見る

三階のわが住まいには一間の窓一杯に公孫樹の緑

隣庭の大公孫樹は毎年伸び近くのビルの七階を越す

コロナ禍に関わりのなき自然にして七月末に蝉の声きく

少人数二団体のみ真ん中の二コースを空け両端のコースで

両国のプールに泳ぐ厳重なコロナ対策で六月二回

カルタ取り三ヶ月振りなり上の句でさっと取れずにお手付きもする

（接骨院にて）

買置きのマスク日々に少なくなりマスク作りにミシンかけおり

白木蓮満開になり四ツ目通りは白い線の如し押上から見れば

プールに行く車窓から目に入る辛夷の花咲く清澄通り

集会所で子年の人へのプレゼントと可愛いねずみのマグネット貰う

初泳ぎ全員揃いて金曜会は四十年続く素晴しき会

初カルタ少人数なれど腕前は上の句で取り互角の力

歳末に集会所の仲間集りてカラオケ店にて忘年会す

腰伸ばし高き公孫樹を見上げれば枝のすき間から満月の見ゆ

プール帰り東京都慰霊堂に公孫樹の黄桜葉の赤茶に紅葉の赤映ゆ

歌作り四苦八苦の我大会は年に一度の勉強の場なり

台風と雨が多い日々に十月二十日冬雷大会の日は穏やかなり

コロナ禍と自然界
樗 木紀子☆
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きん の たか こ

嵩上げの続く被災地過ぎゆけば野山の紅葉燃ゆるがごとし

つ

コスモスは母の花なりと思ひつつ暮らせし生家いまに浮かび来

咲き盛るコスモスの花愛ほしく彼岸の母にたつぷり供へる

コロナ禍にいと侘しけり訪ふもせず訪はれもせずに夏はゆきたり

中止となる曽孫の初の運動会一年生は二度とないのに

「ばあちやんゐる」それぞれ訪ひくる男の子孫呼ぶ声おなじき幼の日のまま

を

来年は卒寿の西瓜と呼ばるらむ生き生きとせり畑終ひの夫

年一度今年も西瓜いと甘し西瓜達人なりや夫は

「美身クリーム」昭和の時代と思ひしに今も健在かたつぷり使ふ

ああ懐かし母愛用の化粧品「クラブ美身クリーム」生協より買ふ

晩年は袴仕立てに追はれし母仕立て人少なき時代となりて

簞笥ごとすべて持ち来し母の着物このままなるか吾も老いたり

晩年の母に近かり吾の齢いまぞ判りぬ母の胸の内

わ

弾みつつ電話に語れば並べて皆の声はソプラノ吾もソプラノ

老いわれらの合唱の集ひ何時なるや今日は団員に隈なく電話す

い

全人類戦中にして敵はコロナいと祈りたし医療戦士の無事

何処にて年老いたるか愛しき友祝ひたきかな二人で米寿を

女性たちの憩ひし友の洋品店いまも瞼に確と映りゐる

生家の跡折に通れば胸に立つ陽の当りゐしあの部屋あの縁

被災地は未だダンプの行き交ひていとも待たるる街の完成

被災九年過ぎたる時の長かれど彼の日の惨事今はのごとし

ふるさとの復興背負ふ若い衆らの逞しき背中しばし見送る

「チョイコラサー」声を張りあげ若い衆らススキ揺れゐる被災地を行く

恒例の土足のままの悪魔祓ひ畳の足跡いとも尊し

老い二人米寿を越えて新年を迎へた幸せ確と感謝す

完成の復興団地祝ふがに令和二年の初日耀ふ

新年に連なる漁船の大漁旗令和の初日に翻りをり

はつ ひ

孫たちの使ひたりしかこのボールされば二十年ここにありしか

庭隅に野球のボールひつそりと転がりてをり土にまみれて

紅葉は別れのセレモニーか日を追ひて風に舞ひつつ落ち葉となりぬ

米寿を越えて
金野孝子
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79

こ じま

たらひ舟乗りたる遠き佐渡の旅共に語りし友想ひをり

風船唐綿にアレカヤシ添へ活けくるる活け花の前に坐して眺むる

何となく気だるき日なり今日の日は静かに本を読みて過しぬ

玄関に娘の活けくれし風船唐綿みどり明るく直に立ちをり

雨の中白き彼岸花盛りにて辺り明るく窓より眺む

玄関に娘の活けくれし赤き花アンスリウムと名を知りたり

ペンタスとふ赤い小花の寄る花の名を知り見つむ美容院にて

暑き朝姪は墓に行くと言ひ庭の百日草切りて持ちゆく

何よりも健康に気をつけてねと語りつつ温き思ひに二人を見つむ

静岡で新生活を始めたる孫と嫁とに笑顔で会ひたり

歩く幸しみじみ思ひ家中を歩きて足りる今日の私

盆近く鉄砲ゆりの咲く庭の活き活きとして白く咲きをり

庭に咲く紫陽花二本を切りて玄関に活け心明るし

庭に咲くコルチカムの花と下野草を玄関に活けめぐり明るし

塀際のコルチカムの花盛りにて昼日に照りてきらりと光る

痛き膝歩けば少し軽くなり今日は家中幾度も歩く

窓の外の南天の花咲き揃ひ昼日を浴びて白く光りぬ

痛む膝をかばひて家中歩きたり歩けば気分も少し晴れゆく

堤から川に沿ふやうに延ぶる枝にほんのりやさし花の頬笑む

雨上がり吹く風強き一日なり空を仰げば空の色青し

娘と通る堤の桜は八分咲きやはらかな赤味を帯びて穏やかに照る

テレビにて新型肺炎の報道に今は家中を歩く日々なり

庭の花今は水仙のみにして仏花にと切る雨降る前に

正月に寄りたるうから十人の昼餉にぎはふ正月二日

久久に姪が娘二人と訪ひくれて突然なれば喜びの湧く

玄関の山茶花の花の明るさにしばらく見つむ曇日の午後

娘と共に墓に詣りて供へたり黄菊淡紅の菊とりどり切りて

ま直なるススキの前の吾木香トルコ桔梗の白を引きたつ

久久にしつかり乾きたるブラウスにアイロンかけてほつと息する

曇日の続きたる後の晴天に洗濯物は昼日に光る

花の咲く庭
小島みよ子
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さいとう

ご じ ゆ う

赤縞のラガージャージで応援の息子の姿嫁より写メール

ね

西に向く窓に輝く満月に師の眺めけむ時を想えり

膝に水溜まる痛みを経験し地味な筋トレ続けきたりぬ

（アイルランド戦）

（新型肺炎）

（ステイホーム）

痛みなく日日過ごせるが仕合せと沁み沁み思う七十代我れ

右耳に警報音の響きおり鼓動と同じ間隔に鳴る

四十度近き佐野市を逃れ来て日光清し蜻蛉群れ飛ぶ

見下ろせる中禅寺湖は青く澄み遊覧船が筋を引き行く

目薬を日に八度注すドライアイ我れは時どき忘れいるなり

渡良瀬にこうのとりの雛誕生新聞の写真に羽撃く姿が

自転車を漕ぎつつ深く息を吐き五月の風を思い切り吸う

抓めども振り払えども離れない吸うだけ吸って蛭は落ちたり

地図広げコンパス合わせて読図せり次の山への道を確かむ

片付けとは塵を出す事日本中の焼却場が悲鳴上げおり

使う物だけを残せばいいと言う使わぬ物の捨てがたき有り

手習いにわが縫いし着物数多あり着る事の無く半世紀経つ

仕舞い置く父の形見の雛人形息子の言葉に手離す決意

一回は乗ってみたいと思いいしクルーズ船の夢は醒めたり

下の世話一度もさせずに逝きたりと言いつつ義姉は涙拭えり

あ

登山道誰にも合わず鳥の声観光の人居らぬ高尾山

去年よりもきついと思う登り坂踏み出す一歩に力を込める

今年も又姉妹三夫婦の旅の宿一つの部屋に寛ぎており

木漏日をおおいて大き影迫る悠悠と舞うパラグライダー

ヤッホーの幼き声に返す我れ深く息吸い腹筋使う

次次と花を咲かせる皇帝ダリアさぞ美しからむ蜜蜂群れる

床上の浸水被害の友の家かける言葉の無くて佇む

豪雨にて川底の塵流されて鷲川清し小魚の游ぐ

恐き程雨降り続き氾濫の映像を見るこれが佐野市か

一筋の流れ有るのみ秋山川巾いっぱいに濁流迫る

那須岳に桜の戦士の祈願せりラグビーに苦しむ日々ありし子は

高校はラグビー漬けなる二男はも五十歳の今も楕円球追う

楕円球
斉藤トミ子☆
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83

しよう だ

避難せよ避難レベル四ですよと追い立てられてリュックを担ぐ

山あいの畑に秋桜愛でながら咲かせる人に思いを巡らす

山間の畑に群れ咲く美しき秋桜愛でんとしばし佇む

草取るに庭の日陰を探しつつ熱風なれば木陰に入る

人間に何を示唆する感染症予防に努め丁寧に生きん

洗い髪白さが目立ち日に光る帽子かぶりて希望に歩む

こいのぼり五歳になったら上げてねと内線電話の声の明るし

こいのぼり上げてとせがむ四歳児コロナ自粛に迷いてしまう

昨日電話通じず今日は繋がりぬ子の健康を聴くだけなれど

マスク無し店にもあらずと子が言うに家のマスクを少し送りぬ

新型コロナウイルスはびこり緊張のいとこの葬儀皆マスク付く

ウイルスの感染防止に人込みを自粛したれど葬儀に出づる

緑色の気に入りのスーツ今日もまたタンスに置かれ着る事の無し

段差ある庭にトラック砂利降ろす均す夫に汗の吹き出す

水害は庭に段差を残しゆき歩くに危ない何とかせねば

水害に遭いたる年を見つめれば白き水仙咲き初めるなり

台風の水害に遭えど歌を詠み集いて語れば気力湧き出す

今からねごはん食べると三歳はその都度かけくる内線電話

里芋の畑は洪水免れて元気な芋の葉思わず撫でたり

この秋の大根白菜カブ葱は台風洪水に遣られ食せず

災害のボランティア為す人らの車整然と並び西日に輝く

台風の十九号に水没の畑を見れど為す術の無し

避難所に赤子泣き出せば抱く母も泣き顔になりあやし続ける

洪水の後に堆積したる泥を袋に詰めれば百袋を越す

タイヤまで水没したるも車動き玄関ぎりぎり浸水免る

秋山川の堤防決壊氾濫に安全の佐野の神話が崩る

避難したる校舎三階の踊り場や教室廊下は人々で埋まる

音を立て流れくる水に浸かりつつ校舎三階に更に避難す

動画にて秋山川の決壊を見るや間も無く避難所浸水す

台風は避難所の屋根を襲い来て風雨強まり爆音のごとし

白き水仙
正 田フミヱ☆
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すず き

待合せに早く着きすぎのんびりと秋の陽浴びつつ「かかと落とし」する

白鳥の飛来を告げるニュースあり羽ばたく姿が大きく映る

蜘蛛の巣に金木犀の散り落ちてオレンジの花空中に浮く

空気澄む土手にて深く息を吸ふ胸のつかへを吐き出したくて

わが地域をマップの中に見つければ浸水示す色付けのあり

台風ははるか遠くを進めども気になりて見るハザードマップ

暑き朝疲れた体を持て余し湯が沸くまでと椅子にもたれる

すがすがしきブルーの車体に心ひかれ迷はず決めた新たな自転車

足裏に張り付く床の湿り気を梅雨明くるまでと堪へて過ごせり

暗き窓に頭逆さにへばりつくヤモリの腹が白く浮かびをり

尖端まで花のひらけるヲカトラノヲゆるむ花穂で雨にうなだる

葉を食ふは生きるためとは思ひつつピンセット持ち虫つまみ取る

やうやくに出回り始めた枝豆の値札に驚きいま暫し待つ

感染を怖れ使へぬ遊具にはごめんなさいと札の付きをり

売り場には蕨の若芽並べられ野にあるごとく季節を知らす

気構へて二箇月ぶりに乗る電車マスクの客はみな静かなり

つぎ込みし時間と労力思ひ出し捨つるは辛しと片付け進まず

墓浄むる手を休めては風に舞ふ彼岸桜の花びら目で追ふ

カメラ持ち寝ころぶほどに近寄りてカタクリ撮らんとする人のをり

梅祭り中止になれど梅は咲き見頃を過ぎて静かに立てり

感染に見通し立たず過ぐる日々窓には春の陽きらきらと入る

疲れ気味と言へば電話の向かうから母勧めくるせんねん灸を

摩り切れた時計バンドの交換に迷ひに迷ひてピンクを選ぶ

節分に撒きそびれたる豆はまだ袋のままにテーブルにあり

切れ味を確かむるごとく門松の切り口に沿ひ指当ててみる

吊し柿に足かけついばむメジロの目ガラス隔てた吾に気付かず

華やかな熊手を見上げ品定めして社務所の熊手を五百円で買ふ

お酉さまの豪華な熊手を買ふ人に向けたる手締めに吾も加はる

晩秋の冷たき雨は百日紅の木肌を伝ひなめらかに落つ

台所に圧力鍋の音響かせ夫は朝から好きな栗茹づ

待合せ
鈴木やよい
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あきら

しやすい

本堂の造りが音に良いといふ十五夜祝ふジャズコンサート

隣やに夜に集へる人あれば赤と憚り母は小声に

朝帰りぱんぱんといふ人に手を振れば母は慌てて吾を隠しき

あの水がきゆつきゆつと堅きでんぷんになるが楽しく日がな見し夏

隣やの農家は夏にジャガイモを水につぶしてでんぷん作りき

帰り来し父を迎へる輪の中のはにかむ吾をわづかに憶ゆ

山裾の展望台にたどり着く草まじり居る熊の糞見て

臨み見る暑寒別岳遥かなり夏の始めに雪形の残る

山地図のところどころに注意書きヒグマ出没不安増し来る

暑寒別アイヌ語の意味知らぬまま遥かな山と校歌に歌ひき

知合ひか訝りながら声を掛くマスクを外し笑ひ合ひたり

変化つけ散歩の順は四通りスーパーの買物必ず最後

泳がぬと鴉を見れば水面の餌に飛び付き水を蹴りたり

中川の数本並ぶ棒杭に同じ向きにてゆりかもめ止まる

ゆりかもめ渡りの備へ済みたるか頭と尾羽黒に染まれり

花まつり中止の知らせと別立てに桜の咲けば船は出でむと

花見酒桜の下は自粛せむぶらりとまはり居酒屋に寄る

三時間資料いつ杯散らかれば腰も限界直に寝転ぶ

重ねたる資料整理に打ち込めどついつい立読む未読のものを

もつ煮込み味染みわたり口にあふ辛子まぶして通は焼酎

寒月に背中丸めて熱燗を飲みゐき屋台つぶれて五年

満月と云つて必ず愛ではせぬ二月の月は寂寥あふる

湯桶持つ男と路地にすれ違ふ正月の朝湯今に残るや

勝矢ある香取神社の慌ただしメダル狙へる選手詣れば

虹色の橋をくぐれば東京湾マンション群の光の環の中

発射音時を揃へて輝くはレインボーブリッジ虹色に浮く

お台場の夜景に添へる冬花火わづか五分に千二百発

フィナーレはご詠歌スローに流れ来るジャズ風なれど吾も唱ふる

バイオリンにチェロとギターの奏でゐるムーンライトセレナーデジャズの定番

結界を張らんと四隅に洒水せり朗朗たる経となふるままに

わづかに憶ゆ
高田

光

たか だ
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たかはしせつ こ

警察に連れて行つてと言ふ夫つひに決めたり免許返納

すぐ裏に大き貯蔵庫もつ気分サイフ掴みて通ふコンビニ

痛い痒い足が冷たいむくんでる助けてくれと終ひに夫は

活けられたるひと花の黄の眩しさを保ちつつ秋の彼岸明けゆく

身の疲れ引きずりをれば吾が影のよれよれとして塀よぢ登る

下がらずに上に向く藤「ルピナス」をこれはいいなと夫は愛でる

それなりにマスクの柄を替へながら普段着なれどちよつとの工夫

とほき日の塾に勉強みたる子が父となり母となりて頼もし

親族が間隔あけて坐るなか一般席にひとり数珠もつ

他のユリの散るを見届けたる後にカサブランカは大輪となる

再放送の番組多しいいぢやないか良いものは良い初めて見るやう

むだ草の中の小判草を抜き集む小鉢に成せば風流めきて

実にならぬ数多も今は咲けよ咲け蜜柑の白き花に顔寄す

びつしりと白き花つけ揚羽蝶を二羽遊ばせて蜜柑は香る

自分から自分のことをバアちやんと言ひてしまひぬ孫恐るべし

息をするしなければ死ぬコロナ菌が潜んでゐるかもしれない空気

「百生きて」なる吾が歌を誉めくれし百近き人の葉書おし抱く

生きてゐる家なり昼に夜の更けに風吹かずともミシと声上ぐ

残さずに食べれば底に現はるるアンパンマンに会ひたいをさな

最悪のことを思ひて孫三人わが車には一度に乗せず

パズル誌によく出る熟語小生意気路地裏生真面目一本気など

己が病など詠むまいと心してをりしが小さき揺らぎの連続

夜を通しコンビニの灯り際立ちて集まる車に触角あらむ

野鳥にも年玉やらん二ツ割の蜜柑並べる元日の朝

書き初めの「平和」の二字の強く太く暴れて公民館のざわめき

五分だけ鉛筆持たせ「あいうえお」日ごと「た」の字が形になりて

橋桁に流れ着きたる車ひとつ今は澄みたる水に浸かりて

南極のミニ版のやうに崩れゆくペットボトルの中の氷は

孫乗せて朝夕通る橋のそば決壊箇所にシート青あを

七十一の生日まへに返納す「俺もこれまでか」と呟きて

近づく別れ
髙橋説子
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たかはしよう こ

半眼の式長の前誓いあう二人に幸あれ末の子同士

目指し来た傘寿迎えて五年後へ目標定め生きん今日より

一本の糸に目と口つけられて尼人形の空仰ぐ顔

上向きに尼人形の顔作る一重の糸に命やどして

白い顔が俯きながら帰りゆく小康の娘を見えずなるまで

広島も長崎も節目の式典に原爆禁止の声は届かず

稚魚見よとレンズ覗けば巻貝や小さな虫の世界広がる

人形と共に葬るとその夫は木目込み二体をいとしげに抱く

同じ趣味美術館にも連れ立ちて姉の様なるあなたの笑顔

梅雨晴れの秩父連山あかあかと雲をも染めて日の沈みゆく

眠そうにアガパンサスが直ぐに立つ遠くなり行く「声なき声」も

ゴミ箱に釘打つ夫に手を貸しぬ畑にコロナを忘れるひととき

待ち焦がるる自粛解除の報道に即変わらざり暮らしは持続

送り来たる銘酒と鮎に筍を添えて自粛の母の日はなやぐ

独特の香のするとときを茹でいれば野に競いたる友らが浮かぶ

山に沿う土手にとときを摘み居れば「先に行くぞ」と犬ひく夫

友は牛吾は馬なる野良仕事目に甦りくる故郷の春

報道は蔓延ウイルスに終始する東京五輪の延期もきまる

枝先の白木蓮はうらうらと空に向かって蕾をほどく

会館に講座仲間と飾るひな個性の見える手づくりの妙

十四の灯を吹き消して志望校あかす由奈の決意みなぎる

両親に「一言のべよ」と促されて由奈は決意の顔を向けたる

階段を駆け上がりゆく少女らのリュックに踊るミッキーマウス

教え合い出来上がりたるミトンかざし「先生みてみて」職員室に

編み棒を頭にこする先生をまねて幼い手があみすすむ

かゆを食べ門松を取り今日よりはいつもの暮らしと犬の目を見る

なで牛の頭も腰もそまりおり天満宮の紅葉あざやか

携帯を手に孫来たりバスカード渡され京都の旅が始まる

京都駅迎えの孫と行き違いペンギン像の前でたたずむ

新郎がのぞみ新婦の生家での式に近隣の人らも祝う

声なき声
高橋燿子☆
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母と手を繋ぐ幼は空いた手も繋ぎたいのかわれを見上げる

頼りなく土に挿し芽の紫陽花が三月を過ぎて茎葉いきおう

み つき

感染の予防を促す防災無線日本語英語多言語の呼び掛け

忘れゆく記憶のかずかずこだわりも剥がして老いを深めゆく人

四十九日の読経響く本堂へと黒き蝶ひとつふわり舞い入る

背に気配振り返り見れば東に昇りて間のなき赤き満月

犬引く人と犬に引かるる人のあり朝の散歩にそれぞれの歩調

午前六時犬引く人とすれ違う大型犬にはリールが二本

田のめぐりに狭き水路の整いて水絶えるなくさざれ波たつ

百歳の知恵も叶わぬ自然の災禍あらためて広ぐるハザードマップ

「コロナ後の社会構造」と社会面に子が慕いたるゼミ教授の記事

延命より定命を生きたしと九十六歳意識が戻りて口より出ずる

夢の中で一生懸命歩いたからと病み臥す人が足の痛みを言う

燃えるゴミ常より高く集積され外出自粛の連休が終る

新緑のまぶしき五月に広報車が外出控えよと市内を巡る

淹れたての珈琲ポプリのハーブも香り感染不安がひとまず和らぐ

無症状の感染もあると誰も彼も自覚なき加害の不安を抱える

マスクなき顔に向けらるる鋭き目疑心暗鬼のウイルス増殖

叔母の訃報届けど行くことかなわずに自宅待機の苛立ち募る

人ごとと思いしウイルス身近にありて施設勤めの心を追い込む

看取ること施設と決めてわが友は母の枕辺に二十日を添いたり

右肺が白く塞がるレントゲン最後はどこでと医師は問いたり

手の尽くせぬ肺の病を抱えたる人の食事が減りて半月

くっきりと浮かぶ日もあれば目を凝らし望む日もあり年明けて富士

冷蔵庫タンス家電が積まるるまま被災五ヶ月復興進まず

球場に災害ゴミが山と積まれ休日今日も重機が動く

赤城山ふもとの街を覆う霧走れど走れど視界ひらけず

みどり児を胸に抱ける若き母通学児童の列に旗振る

赤信号に足止めされて仰ぎ見る光増しくる大き満月

アンスリュームのうすくれないの花三つ根方に次の花芽を抱く

ウイルス増殖
高松美智子☆

ち
たかまつ み
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よ

橘

田のなかのひときは緑濃き森は稲荷奥の院なにか惹かるる

いや無理だらう高齢だつた

わが医院残るマスクはひと月分空間除菌と換気をするも

こ よひ

つ

（新型

湯のなかにしばしまどろむ蓮の花にくるまれ揺れてゐるかの心地

う

ひたひたとウイルス人を侵しゆく下界を照らす今夜 スーパームーン

鳴りつづくサイレンに目覚めまた眠る深夜の火事に十九歳の死

夜のハイウェイ点る車が群なしてひた走るヌーの大移動のごと

マスクつけ診療し会話しつづけて息切れしをり声張るはなほ

信号の青に変りて目のまへに浮かぶ月の色黄みつよまりぬ

無力感に囚はれさうな時はただ野菜をきざむラタトゥイユにせむ

すれ違ふ夫への伝言似顔絵を添へるもあまりに似てゐて笑ふ

ヤマガラとわれ味はひし山法師の実は今年まだ青くて硬い

耳とほき老女はかほを寄せくるも密を避けては診療できぬ

マスクの跡つく顔鏡に映るなり診療終へて手洗ふ夕べ

バスタオルにくるみ病気の子猫抱きどこへ向かふか駅に居る夢

苗青き山あひの田は水湛へウイルス蔓延などあらぬごと

地球にとつて人はさながらウイルスか自然を破壊しつつ増えゆく

外出自粛に人も車もまばらなる道をゆつたり鳩がよこぎる

人と人の会ふがウイルスを感染すとは存在ゆるがすバイオハザード

パンデミック）
SARS-CoV-2

開いてまだ間なき店内見わたしてマスクさがすひとなにか殺気めく

湯上がりに来たる愛想よき柴犬の頭を撫でぬ猫にせしごと

落ちさうで落ちない軒の雪の塊みあげて午後の露天風呂のなか

わが猫も化学療法受けてゐたら

雨のなか御神体なる大き石にいくども触れぬパワーをわれに

線路ぞひの家々灯り車窓より部屋の仏壇くつきりと見ゆ

雪囲ひされたる木々はしづかにて夜はわが耳に棲む鈴虫の鳴く

診察し会話し動き日中はいつしか耳鳴りわすれてをりぬ

右の耳左の耳にオルゴールを交互に近づけ聞きくらべみる

左耳の高音域の聴力が右耳よりも落ちゐるを知る

いつのまにわが耳のなか鈴虫の潜みゐたるかひたすらに鳴く

古き木のにほひ籠もれる奥の院ちひさき蝋燭ひとつ揺らめく

鈴虫の棲む耳
美千代

ち
み
たちばな
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昨日より今日が逞しわが日日に愚痴も加えて納得に生きる

里いもの葉の朝露に墨をすり母と短冊葉竹に飾りき

（風と共に去りぬ）

（七夕祭）

コロナ禍に親族廻向は辞退してひそやかに盆の二夜が過ぎる

盆入りの若き僧侶の棚経はマスク通すも淀み無く澄む

ＣＤの音楽聞きつつ寝入るとき無益な強がり素直に緩む

七日目の蟬かも知れず長雨に今日梅雨明けを予報士が告ぐ

みいんみんといきなり届く初蟬の方角見るもぴたりと止まる

子育ての頃も介護の合間にも折おり読みき「大地三部作」

テレビ無き部屋に「大地」を渡されて感想聞くぞと兄の大きな目

僅かなる小遣を溜めて求めたる「風と共に去りぬ」は高一の夏

名作が人種差別に絡められ廃刊如何とラジオの逸話

思う儘に確り生きよと言い呉れし兄逝きてはや一周忌迎う

上からの目線が何時か息子達の助言を頼るわたしも老いて

何故と無き視線を受けるバス停にあ、マスク忘れた急ぎ戻る日

デパートに甘え下手よと兄言いき姪がわたしも言われたと笑う

月いち度小き洋食店に兄僅かな贅沢調え呉れたり

何処へでも兄の行く先ついて行き労音映画楽しかりけり

残業に帰りの遅い兄を待ちたったひと間にそわそわしたり

手作りの書棚に本がびっしりのテレビ無き部屋に兄と暮らせり

蚊帳のなか団扇をそそっと煽ぎ呉る母も眠たげ団扇が落ちき

中三になると小鼻をふくらます少年の髪寝癖に跳ねる

身仕舞を決めて薄紅引きたれば出会いし遥か不意に浮かび来

奥深き冬雷びとを読み継ぎて救わる日日に三回忌迎う

周平を好みて読みき在りし日の少し猫背の後ろ手浮かぶ

北風に荒れるいちにち術も無く書棚の古書の整理を始む

汗ばみて出先を戻る昨日の陽気は逸れて雪を見る午後

近く住む義妹が電話に息急きて外見てごらん雪が降ってる

真白なる薄きベールを被りたる常より早き君子蘭の莟

息子達が十五の春に植樹したる白梅紅梅今年も満ち咲く

河川敷の冷気に暫し押されつつ息子の補佐に訓練果す

時間
田中祐子☆
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公園に遊ぶ児のなく錆の浮くジャングルジム砂場には雑草

息ふかく吸ひ込み潜る夏の海この時ばかり私は人魚

福来旗をなびかせサンマ船出港す異国の船と競ふ海域へ

茅の輪出て振り向く遥か沖合に小さく漁火炎えて八月

薬売り置きてゆきたる紙風船突きて昭和を懐かしむ夕べ

門口にあまた護符貼り独り居の嫗は自粛の梅雨を籠れり

今出山躑躅の花の満ち満ちて緋色の絨毯広げゐるごと

無意識に振る種ぶくろ満ちてゐむ命の音がカサカサと鳴る

「里帰りしてきたツバメ」甲高き声ひびかせる風呂屋の軒下

悪霊よけと軒端に飾る菖蒲の束を湯舟に浸し幼と戯れあふ

朝露に瑠璃を極めて犬ふぐり風の届かぬ低さに咲き満つ

今し落つる夕陽赤々と炎えたちて向ひの窓の紅極まる

心こめ煮つけたる魚「悪相」と童は口一文字に睨みつけゐる

水面叩き身をよぢらせる鯔つかむ隼の一瞬友は撮りたり

頰被る老いが塀側通りすぐ小屋の鶏は声裏返し鳴く

差し込める春陽に金魚ひるがへり私の退屈ぱくり飲みこむ

喪服解き一人の夕餉新海苔を茶漬けにまぶしさらさらと食む

ざあざあと木立を鳴らし風通る好きにさせおく春立つ日まで

夫婦して「市の花椿」の実精油する硬き殻より仄か滴る

伯父の家同じ地番に熊も棲み視線あはすも度たびと言ふ

仏飯を雀と分けあひその百態描きたる孫の美大に今日発つ

軒先につるす大根冬の陽に卍の影おき干しあがりたり

年の暮車庫入りをするバス洗ふ女性ガイドのあかぎれの手よ

年の瀬の牡蠣むき小屋は賑々し振つた男の話など出て

ひたすらに生き来しと思ふ秋夜長ころり逝きたいなんて嘘です

はねものの赤かぶ酢漬けし塩梅よく独りの昼餉にこりこりと喰む

紙縒結ぶわが師の遺稿受け取りぬ滲む筆跡なつかしとみる

こ より

点滴の落つるを視野に筆談で伯母の意志をゆつくりと問ふ

三百の渋柿のれんに吊し終へ秋晴れの日曜使ひ切りたり

落葉踏み夫の墓を訪ひぬ手の平ほどの海みゆる丘

日々是好日Ⅴ
田端五百子

お
た ばた い
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台風の去りし川はドロ水の水嵩を増し流れの早し

幼きころ彼岸花は血の色と聞かされ育ちし昔を思ふ

彼岸花の前に立ちたる家族連れ笑顔でピース写真撮りをり

気が付けばカンナ終りてすぐ側に彼岸花六本周り華やぐ

閉ざされた店の回りをのらネコが魚の匂ひ嗅ぎてゐるらし

下町の夫婦で商ふ魚屋にコロナに負けたと閉店告げらる

家前のバラのアーチも無くなりて花好きな婦人認知症進む

川沿ひの散歩道のひとところカンナの咲くを楽しみて待つ

紫陽花は咲きたるままに枯れ果てて茶色に変れる姿残せり

ドアノブに吾の好める額紫陽花紙袋に入れ掛け有りうれし

六月になりて気温の高くなりマスク苦しく外し一息

乾燥したる十薬土瓶にことことと煎じれば匂外に漂ふ

十薬を友の庭より貰ひ来てベランダに干し古里思ふ

今年も又狭き空き地に十薬の白き花は一面に咲く

明け方の雨に打たれたる侘助の最後のひと花咲きて濡れゐる

十人ほど皆マスク掛け体操のテレビ見てをり待合室に

帰り来たる娘は断捨離を勧めたり気の乗らぬ吾にゴミ袋広げて

元気でゐるか変りは無きかと友や姉弟の声に安堵するなり

「人類は菌によつて亡ぼされる」昔科学者の言ひしを思ふ

持病ある吾はコロナに怯えをりもしももしもと胸騒ぎする

コロナウイルスの感染に世界は動揺す持病を持つ吾外出控へる

一日だけ飾れる雛に御免なさいと娘の回復を願ひて片す

吾と娘は同じ所に癌の出来代はれるものなら代はりてやりたし

手術室に入る娘は振り返り互ひに頷けばドア閉まりたり

娘の言葉に頷くことしか出来ぬ吾冷たき手をば摩りて送る

朝一番の手術室に向ふ娘なり大丈夫よと吾が背を摩る

古里より届きたるみかん紅マドンナに孫はうましと飛び上がりをり

川上をユリカモメの群れ飛び来れば姿の見えぬカラスの鳴き声

送り来る干し柿家々で味形異なるも又有り難きかな

やうやくに二十日ほどたち元の川に小さき魚の泳ぐを見たり

日々の中に
西谷 純 子
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師の歌を呪文のやうに読み上げて今日も我の一日はじまる

木の名

草の名

今日の一日にやらなかつた？やれなかつた？自問をしつつ眠らむとする

為せぬ事ありて今日こそは一番にと目覚め早き日の初仕事とす

玄関に不具合のありて閉まり悪し扉の開閉に鍵の鈴なる

アイロンを当てる要なく手のひらにたたき干したる濯ぎもの乾く

横画と縦画の組み合はせなり漢字の位置を自らに気づかせ朱を入れてゆく

水を張るタッパーに豆苗の細き芽は森林のやうに伸びてきにけり

コロナにて死にたる俳優翌日の朝のテレビ小説に出でくる悲し

山茶花の落花の中に出できたる芥子の新芽をやさしく掃きぬ

丈低く太き桜を伐りたれば幹のなか蟻の住みかなりけり

外出自粛に誰とも話さぬ日の続き目玉グルグル口開閉す

食したる何かが腹にさはるらし腸刺激して音のゆきかふ

読みゐたる手元の本の滑り落つほんの束の間眠りたるらし

東京の開花宣言したるアナウンサー夕方雪が降りたりと伝ふ

スマホ繰りつつ前より来たる青年に不本意ながらも道譲りたり

テレビ消し外の気配に耳やれば小雨降るらし時折屋根打つ

久に会ふ友との会話は身辺聴取的話題は避けて聞き役にならう

木偏の植物読めねば辞書ひきて字を覚えたり

アナウンサー赤き上着を着て出でぬ陽の射すごとく回り明るし

門扉閉づる音して静かに車いく牛乳屋さんらし夜半の配達

「チバニアン」説明する人の崖の前地層より少し水のしみ出る

西駅へ急げる女をふりむかせ東の大きな満月を言ふ

凍えたる諸手を耳下にぬくもれば心臓の響きの伝はりてくる

インドの旗なびける店の前に店主大きな目にて笑顔に誘ふ

感謝の言葉はしばしに述べながらこの先数年を生き長らへようか

杖なくて目の前の階段下りる時すかさず二人の友の手伸びく

友の死を知らせる電話は帰りたる暗き部屋の中に点滅してをり

郵便局ありますかと聞かれ切手なら持ち合はせあるとバッグを開ける

宅配品これから届けますといふ暑きに一杯の麦茶入れて待つ

猛暑日を活躍したる扇風機しまひたる日を書きてをさめぬ

野村灑子
コロナ蔓延の中我は生きゐて
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はま だ

堤防が決壊する恐ろしさ経験せねばきっと分からぬ

楽しみから離れていると意欲も減退すると実感したる

秋になり野菜が少し安くなり果物に秋刀魚高値が続く

白内障手術の予定遅くなり猛暑の日々に通院となる

久し振り幼児を抱きて余りにもずっしり重く愕然とする

歓声を上げたくなりぬカサブランカ近くの庭に一斉に咲く

悪人と善人の区別顔で識り勧善懲悪懐かしき哉

し

時代劇好きな下地は映画館全盛時代の東映映画

仕事終え録画したる時代劇見つつまったり昭和に還る

梅雨明けとテスト終わりし解放感今も忘れぬ中高生の頃

外出が自由になりて紫陽花の藍がくっきり一層美し

朝のドラマ大正時代に現代語で話す場面に違和感覚ゆ

非常時であらゆる弱者浮き彫りに社会の側面見せつけられる

ウイルスの名は様々に使われてコロナ太りにコロナ倒産

年明けてオリンピックとなる筈が突如ウイルスと戦う羽目に

デリバリー二軒間違えうちに来るピザ屋とカツ屋向かいの家へ

在宅か通塾再開定まらずいつどうなるかストレス続く

皆マスク騒ぐ子もなく平然とコロナウイルスの恐怖の中に

子供たち掌の出し方が慣れていて消毒スプレースムーズなり

て

幼き日ぐるりと山に囲まれて甲府盆地で富士を見ていた

本場の鮟鱇鍋を食べてから買う気の失せて冬も終わりぬ

恋すれば暑さも寒さも越えるらし寒空の夜の若きカップル

水仙を見つけた時のハッとする嬉しい気持に今年も出会う

やってみようやってみなけりゃ分からない絵も迷った時は描いてみる

大勢でワイワイ行くのは楽しくて仕事仲間は話が早い

友達の作り方まで教わりぬハウツウ本の溢れたる今

街中と代々木公園スケッチがなかなか描けず数ヶ月経つ

大好きな牡蠣の季節になりました息子はフライ吾は生牡蠣

数人の小一男子の暴行でクラスに先生四、五人という

最近最も驚愕したること小一の授業出来ぬという記事

浜田はるみ☆
新型ウイルスの席巻した年
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こ

林

仏前に友より届く蘭の花

白き丸みが嫁に似ており

十二歳違えば母とも憶う

世の中はコロナウイルスが蔓延の兆し

口に入りしは玄米粥幾さじ

退院後兄の荷物を片付けむそう思う度なつかしさあふる

病院の窓外はずっと雨続き台風十四号が離れて行くらし

葬儀から一週間過ぎ私の予定の入院手術も無事すむ

棺に納むる上着のポケットにメモ帳と鉛筆あれば兄作句せむ

ささやかな近親者のみの葬儀にて兄お得意のトルコ行進曲流る

立川駅ホームで兄の脈動の止まりしを聞く秋晴れの昼

何も語らずカレンダー見ることもなくどうして九月に逝くことできしか

食べられず入院生活ひと月半

懸念通り妻も娘も九月なれば兄九月二十七日に逝きてしまいぬ

癖の無き味が料理に合うと言い今年四回目のシソジュース作る

大鍋の青シソ湯に漉しクエン酸を加えて生まれる淡い紅色

はや九月紫終わり一面の青シソを摘みジュースを作る

わくら葉かと思えば蝶なり強風に羽搏きもせず窓を横切る

広げ置く青梅の実の明るみて雨の厨に甘く香れり

姉二月、末の兄五月に亡くなれば天国で会いて驚きいるらむ

コロナ禍に面会止まりて会えぬまま三番目の兄逝きてしまえり

三日過ぎオンライン授業は疲れると孫の溜息今日五月晴れ

五月十一日オンライン授業始まりて孫の大学入学祝いす

美味しいと一滴残さずパンに塗り孫の料理の株上昇す

フライパンの魚に煮汁をかけ続ける自宅待機の孫の手料理

キーマカレー・ペペロンチーノ・アクアパッツァ近頃我が家にカタカナ躍る

退院の解放感一瞬

身の内の小き機械は異次元に繋がりそうな不思議な感覚

心電図モニター埋め込む事決まり三泊四日の入院となる

米寿まであとひと月と細き身を良く生きたねと姉を褒めたし

小き頃物語してくれし姉

門に立ちわたしが角を曲がるまで手を振る姉と山茶花の垣

もん

釈陽和となりても天にて祖母、伯母を集めて笑い語りいるらむ

嫁ぎ来てはつか二十年召されたる陽子さんと見た秋の稔り田

続く別れ
美智子☆

ち
み
はやし
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コーヒーの豆を挽く音くぐもりぬ冬の長雨はやばやと来て

春の日にふらりと来た猫十六年共に暮らして春の日に逝く
図書館も花屋もパブも閉ざされて三月の町に風ばかり吹く
疫病は暗き心もえぐりだすアジア人への攻撃ぽつぽつ

飛行機雲をしばらく見ない

ラジオから絞り出されるビリー・ホリデー

病室の父の孤独を思いたり「イワン・イリイチ」読みかえすたび

（トルストイ）

「ジョーのカフェ」の流行おくれの壁紙にひとり埋もれて冬雷を読む

今もなお繰り返される過ちよ「奇妙な果実」は猛毒を持つ

米を研ぐ右手が止まる

あっさりと脚を棄て去るガガンボは無傷の羽をぴんと伸ばせり

眠そうなキリンに似たる横顔を引き締める君バッハを吹くとき

母の町がこんなに遠くなろうとは

岬までペダルを踏んでその先はカモメと別れる風に吹かれて

自転車がオーソレミオと駆け抜けるリトルイタリー自粛を解かれて

都市封鎖に春とスミレを配りたる小さき花屋も店仕舞いせり

カヤックを押し上げる波を生み出して鯱の背びれのまっすぐに立つ

はりえんじゅの花ことごとく雨を帯びほたほたと降る猫の墓標に

君だねと夫は示す乱舞する群を外れるユスリカ一匹

すっきりと晴れたる空へエゴノキは鈴を鳴らせり音なき音に

日本の 雪の鈴とぞ愛でられてエゴノキの花いよいよ清し

Japanese snowbell

身の内に風の吹く日は座頭市の白黒映画を繰り返し観る

会うことのかなわぬ家族の多いらし電話回線混みあう母の日

（三月十六日より都市封鎖）

ため息のようなる咳をふたつしてそれっきりなりわが猫ひみこ

濃い影を早春の地に滑らせて白頭鷲いま上昇してゆく

点滴のようやく取れて母の打つ電子メールも長くなりゆく

母の持つ小さきスマホが頼りなり七千キロも離れてわれは

酔いどれのホルンのふらふら奏でいる蛍の光年越しの街

陽を浴びて毛づくろいする老猫と泣き笑いする夫とわれと

安楽死を告げられたる猫にじり寄りわれにこつんと頭突きをしたり

豊かなるわれの暮らしが豊かなる緑の星をゆさぶりており

母の町を濁流の襲う同じ頃夫の故郷は雪に潰され

猫と風と
ブレイクあずさ☆
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ほんごううた こ

濃く淡く紅匂う蓮の花誘われてそっと手を差し伸べる

薄紅の手の平ほどの花開く芙蓉は緑濃き庭の女王

荒草の道半ばまで繁り出て朝露に靴濡らしつつ行く

紅き薔薇の母の着物を解きつつ母にも有りし若き日々想う

芋フライポテトサラダに肉じゃがと取入れ済みて芋レシピ続く

取立てのじゃが芋蒸ける頃合いと塩とバターを用意して待つ

草群れに風は光を運びくる葉先煌めきて光を返す

電子辞書の軽さ重宝し広辞苑は棚の中央に在りて動かず

コロナ禍に髪染め役の娘来ず白髪の勝ちたる我が髪を見る

生きてこそ明日は皆に会えるから今日も三密避けてマスクす

荒草の中に青き色覗く夏を告げいる露草の花

コロナ禍の果ては見えねど人の世の叡智信じて朝夕祈る

木香薔薇の香り漂う我が庭なり離れ難くて荒草を摘む

またひとつ要観察の科目増え財布に入りきらぬ診察カード

ランドセルの色華やかにクレヨンの並びいる如売場を飾る

重き色の衣を脱いで三月は散歩に行きたい犬ふぐり咲く

木枯しに枝を鳴らして立つ桜宿り木ひとつくっきりと見えて

尾の先を虫追う如くに動かして猫は濡れ縁に丸く昼寝す

道沿いの小さき流れヒマラヤの雪解け水の音の清けさ

ヒマラヤの高く澄む空ダルシンをはためかせながら風吹き抜ける

如月の真夜中にかかる三日月は研ぎ澄ましたる鎌の如くに

音のなき雨ではあれど草々の葉に落ちる時光を放つ

満月の大きく見えて四方照らすくっきりと我の大きなる影

花殻を摘みて新たな花芽待つ紅バラの鉢を日向に移して

眼光の鋭き龍の目の如く天空の高みに輝ける月

売り出しの山積みの毛糸をかき分ける心浮き立つ好きな色探し

バルト海は静まる闇に包まれて波分けるフェリーのエンジン響く

摩りきれた袖口に継ぎを当てながら祖母の形見の半纏を着る

声張上げバスケの試合応援す体育館揺るがす勝利のどよめき

心なしか池の水面の色褪せて秋来たるかと空を見上げる

日々想う
本郷歌子☆
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まち だ かつ お

ひさびさの姉の墓参はタクシーで帰路の昼食「万之助」に寄る

幾筋の紅雲たなびき観音のかんばせ朱く恥ぢらひの見ゆ

（中国

（万之助は仙台の蕎麦屋）

武漢）

（仙台大観音）

背もたれのトランヴェールを読めと言ふ妻と二人の奥の細道

原爆は一度試せば済むものをルーズベルトはサディストならむ

都幾川の河原に下りて真夏日のせせらぎを聴く心澄まずば

戦争は人の狂気がなせるもの二度の投下のリーダーはサドか

沈黙の地獄曼荼羅絵より洩る悲痛な叫びは難聴に聞こゆ

穢土のごと積まれた裸体は訴へる死ぬための生命など無きを

うす暗き太陽光発電の照明に「原爆の図」の慟哭と悲鳴

かぞふれば庭の捩花二十二本いとしみをれば芝刈りならず

耳鳴りと難聴の遺伝子父母に無くわれのたつきの鍛冶屋で得たもの

コロナ禍のさなかに「富岳」は世界一民の矜持をはつか擽る

髭剃りの顎を上ぐれば額の中奇跡の松はいまも緑に

「爬虫類はヒトの捕食者」今さらにはるか昔の恐怖の遺産

三密をさければわれも牢内にゐる心地する何の咎ある

身を守るソーシャルディスタンス人の言ふ人間同士を悲しく隔つ

一本の蝋燭ともして雨のなか五百二十の御霊悼まむ

見上ぐれば慰霊の園にただひとり御巣鷹山の慟哭を聴く

先駆者の声はデマだと李文亮新型コロナに侵されて逝く

つぎつぎと新薬に耐へて進化した新型ウイルスはヒトに手向かふ

凍て道に銀漢仰ぐもらひ湯の母の手温きあえかな記憶

師の隷書「赤壁の賦」は新庁舎落慶記念と一隅に顕つ

遺影にと息子に撮らせたる一枚をこんなものかと肯ふ元旦

山行きはいつも後従く君なるに追ひ越して逝く残生無常

「笑顔を」と求められたる稲垣さん「無理です」と応ふラガーマンの生

「おいくつになられましたか」「九十二」元書道の師は老いて矍鑠

川や沢また浦のつく地に棲むなかれカジヤの親方われに言ひしが

槍穂高後立山谷川岳後従くきみは先に逝きたり

身にさやる舗道に伸びし葛の蔓摘みとりつ行く暁けのたまゆら

琴線に触れざることの詠みがたし量と質とが等しかるとも

原爆の図
町田勝男
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高空にうすく流れる飛行機雲どこまで続く秋の夕暮

秋めいて庭の草花さく頃に国勢調査の人訪い来たり

列車より迎えの車すぐわかる英輔君の愛車が光る

単線の山側に咲く彼岸花無人の駅に降り立つ吾等

ちらほらと幼穂見える青田にはアキアカネ飛び朝風すがし

連日の炎暑に山の夏草も谷の流れも細くなりたり

年々にやさしい文字の夏見舞ことしは見えず友は身罷る

鮮やかに真っ赤な色のアマリリス風にも負けずすっくりと立つ

夕菅の花ひらくとき姑想う日暮れがせまる一人の庭に

ねむの木の散りたる花を踏まぬよう踵を上げて早足に行く

青空と流れる雲を映す水若苗そだち燕とび交う

初成りを見つけた時のうれしさは例えようもなし自然の凄さ

体調も天気もよくてさわやかなり今日の予定は里いも植えん

土ふかく潤す雨の一夜にて西瓜は勢いぐんと伸びたり

若き日は八十八夜の早朝に春田に入りて籾たね播きき

手作りの藤色のマスク娘より送られて来ぬ手紙とともに

目に見えて元気に育つ春野菜われの生きがい朝日が眩し

花盛る四月八日は花祭りこの日を待ちて花の種まく

ゆったりと枝を広げる桜の木かぜに波うつ今七分咲き

山峡の雲の流れを庭に見て今日の日和を決めていた亡父

紫のスミレの横に黄を植えて確かな春を心待ちする

木洩れ日のささぬ小道に二穂立て二人しずかは草中に咲く

ひよ鳥の羽音が届くしずけさや粉雪散るを窓ごしに見る

桂浜太平洋を左手に雨つぶ蹴って走る群衆

雨のなか一万千余の兵達が足を連ねる龍馬マラソン

娘の家に目覚めておれば音たてず犬のポールは廊下を歩く

郵便のバイクの音に冬雷誌とどく頃には飛び出して行く

朝夕の寒さ加わり春穫れのキャベツもやっと巻き始めたり

ささやかな喜びごとは只ひとつ朝一番の菜園の散歩

露にぬれ朝一番に春菊とほうれん草を一にぎり摘む

木洩れ日
松中賀代☆

まつなか か
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村上美江

まとひ

神様連れて

スターカットに無駄さへなくして

新年よ来い

父母のあり祖父母のありて我のあり母の齢をはるかに生きて

用足しを一つ終へて又ひとつ消去法のしるし心地良きかな

満月が朧に照る道義妹と一緒に帰る自宅へ帰る

いもうと

唇に冷たく小さなさくらんぼ噛むのが惜しい幼けなさかな

五葉山のふもとに生まれし君なれば肩の広さも心の深さも

震災の時に延ばしし「還暦祝」古稀の節目も又もやコロナに

桜咲く前に恩師を訪ねると友との約束コロナで果たせず

簡単なステイホームと思ひきや人は太陽の下でこそ笑顔になれる

シルバーカー「新車で行く」と義母は押す畑への道腰を伸ばして

陽を受けて自分の役割きつちりと花茎を伸ばすアマリリスなり

もう九年まだ九年だのいはれをり未だに行けず「津波伝承館」

新型のコロナウイルスの終息を願つてテレビのリモコンを置く

「三人で帰りませう」とやから二人伯父の眠れるレイテ島を発つ

今ここに生きてゐたなら古稀の吾にどんな話を父はするだらう

真夜覚めて星を探せば応へ来る亡き人等みな光を震はす

十二首の並ぶうちよりどの歌か友は選びて折り目をつけぬ

タイミング外すことなく歌ひ出す仲良しの友絶好調なり

御馳走も四日も続けば飽きてきて御飯はすごい飽きること無し

楽しみを見逃さずにゐる茶の師にて今日の稽古は心弾まん

助詞の「と」を入れれば字余り除いたら誰をうたふか分からなくなり

声かけて集まれる人同級生それだけで良しそれだけでステキ

あたたかく明るい水辺の表紙絵の一〇三人の「チーム冬雷」

一年に一度の大会に出席す歌でつながる「冬雷」の友

節高い私の指に似ずにゐる娘の手を見て亡夫懐かしむ

暖かな師走の陽射し背中ぢゆう受けて爪先立ちで窓ふき

年末に大掃除できる幸せよ

林檎には星が宿ると知りました

「また明日」おやすみの後に子が語る明日があるつて良いことだよね

震災より八年目にして五年祭活き活き輝く虎舞手踊り

公園はシーサイドパークと名付けられ港の水面に纏が映る

母の齢をはるかに生きて
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ベランダの手摺に向き合ふ番の雀見あきぬ仕草に箸のすすまず

コロナ禍に久し振りなる墓参りいそいそとして何時もと違ふ

過ぎ来しはなべて懐かし平凡と云ふ幸せに歌と生きをり

久し振りに戻れる部屋の置時計人ゐる如く時きざみをり

夫婦と云ふ絆は尊し面影に支へられゐる独りのくらし

一人子に支へられゐて自由なる独り暮しの出来る幸せ

独りなれば雑用多き日びなるも暇でせうと常に言はるる

眠れねばねむたき時に寝れば良し昼食ぬきあり独りの暮し

相撲好きの義父の写真を佛壇より出して今日よりテレビの前に

富士もタワーも見えずなりたる六階の窓に一ばん星は輝く

五ヶ月目の再診受けて穏やかな心に睡魔は早ばや来たり

仏壇のバナナの匂ふこの夜は甘き夢など見つつ眠らな

台風の過ぎる迄の我慢とは異なるコロナウイルス恐る

三白は食べるなの文字に白い粉白米白砂糖を替へて五十年

さんぱく

百均の品の多さに改めて思ふは百円一個の重み

朝食の仕度をしつつ思ひ出す深夜に鳴りて切れたる電話

道なりによもぎ出でゐて草団子作りてくれし母の浮かび来

大椿落ちても風格保ちゐて老いの余生を深く思ふ夜

昭和七年千二百円にて宮大工の建てたる生家弟の住む

見下ろせば剪定すみたる樹の枝の切り口白き花の如しよ

歩きつつ携帯電話に話す声馴れて振り向く事なき今は

歩きつつ歌材さがせば招くごと揺れゐるホカホカ弁当の旗

夜半に覚め電池替へたる時計の音聞きつつ人間の臓器を思ふ

バスを待つ吾の後の九人皆スマホやりをり歌一首出来る

花の字に足へんとはと思ひつつ躑躅のみどり続く路行く

ストレスか体重五キロ減りたるを神経過敏症と医師の診断

よく聞きし作者不明の「異国の丘」数十年経ても歌詞を忘れず

此の先も心豊かに老いたしと吾が身のうつる鏡を磨く

救急車に乗せられたるは隣のだれ確かめられねば只ただ祈る

買ひ物を背負ひて下げて生き生きとバスの通らぬ近道歩く

短歌との日々
山本貞子

120
作品一
自選 30 首

121

よし だ むつ こ

踏み台と手摺を付けて一人にて入浴出来る喜びに満つ

老いし今二鉢やつとの歳となり時に寂しく時に悲しき

若きころの庭一面に花鉢等並んだ写真を懐かしく眺む

卒寿にと村より頂く夏毛布愛を身に受け休む幸せ

老いて今思ひ出しをり昔の老いテレビも電話もなく暮しゐき

楽しき日悲しき事など誰も有り過ごし来れる吾が人生も

淋しき時合同歌集を読みをればいつしか吾れの心開けり

梅雨晴れの初夏の青葉に風受けて喜び華やぐ蟬の声聞く

越葉切るハサミの音を聞きながら吾れの着物でマスク縫ひをり

梅雨晴れに越葉剪定ハサミ音明るく晴れたる空に響けり

老いてなほ何時も元気な歌の友急な病に逝かれ悲しき

寂しき時十五、六枚の同級会写真眺めて歳楽しまむ

良き友と恵み合ひたる同級生中年頃より度たび遊行

若き頃挿木したりし内三本庭に輝く老いて楽しむ

早朝の陽の輝けるわが庭に華やかに立つ黄金一位

昨年の古巣に早も居すわれる燕に驚く四月の末に

ひと冬を細身に過ごせる南天の縄解き去れば幸せと揺る

樹木守る為にと囲む雪吊りを外す早春そよ風の中

腹癒せを犬に当りし事ありき坐して見上ぐるあどけなき顔

二月三日今年初めての降雪に庭の木々等しかと息づく

朝まだき吐く息白く薄明かり立山の上は明るみをらむ

老いたる吾今年で最後と想ひつつ清しく眺む水仙ランド

通勤の帰りの国道いろいろの車眺むるも楽しみとす

白色の立山連峰輝きて令和二年をめでたく迎ふ

開花期の短き命と知りつつも寂しき庭に夕日輝く

晴れ渡る晩秋の庭に盛り上がる其処のみ明るきつはぶきの花

其の昔友より頂きしつはぶきの大きく育ちぬ令和元年

愛らしく蕾を持ちて咲き盛るピンク二色は老の楽しみ

肥料やり草を日毎に眺めつつ楽しくなりぬ華やぐわが日々

昨年の鉢に自然と芽吹くもの草か花かと楽しみて待つ

立山連峰
吉田睦子
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わ し つかさ の り こ

キャッシュレスとは何ぞとまたもや思ひつつ紙幣を入るる勝手用財布に

十九夜の月の出づるをわれは待つけふの豫想は大欅のうへ

あなをかしほんにをかしやこのわれが知らぬ間一族の最高齢者となる

人間はやはり馬鹿ですといふやうに蟬は死にをりコンクリート廊下に

女人悪人とあるひと言ひしを反発しまたうべなひてまだ生きてゐる

徳川様に従ひ江戸に来しといふその家をはりつ夫の代で

時間通りに来ずまた発たぬソヴィエトの頃の航空機に乗りにきわれは

かつて武漢を占領したる日本を知るや知らずやコロナウイルスは

もうすぐに百歳ゆゑに口紅はいらぬと言ひつつ朝くればぬる

あと五箇月生きれば百歳になるわれはなぜか可笑しもときどき笑ふ

わが母が箪笥の小引き出しに残したる生田流箏曲の爪その後のゆくへ

菜と豆腐桜桃などで精進す九十三年前のけふ母みまかれば

お茶の水にも行けなくなりて幾年ぞなぜか忘れず喫茶店のロゴ

生きものは必ず死ぬと知りをれば今朝ふと笑ふ生きものわれは

勉強の苦手な吾が生きのびてあと半年で百歳となる

なんでまあこんなに長生きしたのかなあ時どき思ふひとりで思ふ

ごろりんと布団のうへに転びたる吾は声出し笑ふひとりで

コロナウイルスはやりはじめしパリへ行き病むことなしに息子帰りく

われの煮る里芋うましいづれゆく十万億土にゆきても食はむ

立ちながらズボンをはきてゐるわれは九十九歳四箇月となる

もうすぐに百歳となるこのわれが続ける朝の鉛筆けづり

ゴーギャンが雑誌の中よりわれを見る横眼を真似てわれも横眼す

テレヴィジョン見てはあのひと嫌ひだわなど言ひたのし独りの暮らし

ああなんと梨の砂糖煮失敗す歌が生まれてメモとりしため

知らぬことわからぬことの多き世にいまだ生きゐて今朝も飯炊く

罪とがといふ言葉ありなにゆゑに今朝うかびたりや髪とくわれに

少年と少女のごとき恋せむとときをり思ひ九十九歳となる

われの住む多摩に朝夕爆音をおとしゆく機は日本の軍機

ころりんと世を去るつもりの吾なれど豫定は未定と友に言はるる

国家概算要求ことし百兆円を越えてをり千萬円なりきわが少女期は

豫定は未定
鷲 司 法子

冬雷二〇二〇

作品年鑑

自選合同歌集 30 首
《作 品 二》
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い ざわなお こ

野紺菊うす紫を控え目に見せて嬉しさ誘う庭面に

秋の陽にススキの若穂は金色に光りて揺れる散歩の道辺

紫蘇の実の塩漬け今年もお願いと娘らは言う初秋の仕事

青紫蘇に穂が伸びはじめ白き花連なりて咲く庭のあちこち

昼食は「すいれんプレート」なる一皿美術館内のレストランにて

イギリスの古き風景ターナーらの静かなる絵になつかしさ覚ゆ

生日に誘いくれたる西洋美術館娘と共に嬉しき外出

南東のサーモンピンクのすじ雲は西に流れて刻刻色増す

夕立と黒雲去れば東方にうっすらと虹弧を描きたり

夏空に幼い子供の描くような入道雲の四つ五つあり

コロナ禍の自粛生活社会との繋がりなくなり自分の世界

道に見る芙蓉の花びらしぼを持ちやわらかな空気あたりを囲む

夏桜の木立の下にマスクとれば漂う木の香なつかしくあり

夕暮れのまだ水色の空に浮く雲はうす紅消えるまで見る

君子蘭は根が植木鉢に盛り上がりはみ出してなお花咲かせおり

テレワークしている娘は写メールに心和むと返信くれる

フェンス際に群れ咲くバラと黄菖蒲を撮りて娘にメールで送る

数年前孫と遊びし公園の遊具の広場を一人散歩す

青もみじ葉は平らかに並び出で見上げながらに歩くはたのし

青もみじ日に輝くを見上げつつマスク外して深呼吸する

新緑のもみじの中に椿あり真紅のひときわ目を引く境内

紅白の梅の香運ぶ風の道行く手に低く十三夜の月

近いうち訪問すると約すれば声の弾みて電話切れたり

年賀状書けなくなりてと電話にて慣れたる声す九十一歳

明け方の染まり始めた冬空に欅の梢黒く立ちおり

大嘗宮は動けぬ程の人の山少し離れたところより拝す

代替り次なる御世は見られぬと大嘗宮への列に並びぬ

出来ること小さきことから始めよう地球温暖化の意識を持ちて

吾と娘と三代袖を通したる振袖に七歳嬉しげに笑む

十月に五歳になりたる男の子羽織袴にはにかむ笑顔

野紺菊
伊澤直子☆
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いな づ たか こ

蜘蛛の糸に触るれば慌てたる蜘蛛が糸を伝ひて木の葉に移る

背の高さ悩みきたれど縮みきてつまらなくなる齢重ねて

人間は生身だからと言ひてゐし母を思へり脚さすりつつ

何をする意欲のあらず空を見て今日のひとりの夕餉の支度す

抱きかかへる彼の躰重引き算し病の夫の三十四キロ

朝より数多遠くに鳴く蟬のある時はたと止む事のあり

ボランティアに停年ありて行事表に予定のあらず七十五歳

日の光あびむと出でてきて庭の桑の實を食ぶ唇染めて

走りきて網戸の外に鳴く猫は夫の病みてゐる事知らず

呼ばれたる気のして夕べ振り向けば月見草さく花弁ひろげて

花の咲く楝の枝に下げし板の萬葉のうた風に揺れをり

活舌の悪き夫が何か言ふ相槌うちて毛布をかけつ

病む夫の枕のうへの日めくりをめくりぬ今日は風呂に入る日

足の爪切る事できぬ右のひざ湯舟の中に幾度も曲げつ

庭隅に植ゑて殖えたる小判草小判を振れり高さ揃へて

誕生日おめでたうとメール打つ今日より友も後期高齢者

夫まだ生きる証しの年賀状幾度も夫に読みてやりをり

痰とりてやりたる夫の眥に涙たまりて落つる事なし

退官の祝に夫の貰ひたる皮の表紙の広辞苑置く

庭のうへ摘みたる繁蔞せり三葉も入れて一人の粥を作りぬ

近ごろは高くなりたる天袋椅子に上がりて物とりてをり

店頭の陳列ケースに飾られしティアラを冠る夢もちてゐき

去年今年夫の命守りきて令和の二年明くる朝焼

いつの日か寂しき響きになるならむ新しき年令和の年は

夏になれば斑猫跳びてゐる神社行くことあらず九月になりぬ

新聞のパズルを解きて投函す我らしくあるため呆けぬため

楽しい夢みてゐて夫の咳に覚め続きを見たくてまた目を瞑る

何のため汝生れたりや寒くなる土に葉ひろぐロゼットといふ

胸に手を組みて眠れる慣ひにて今日は左の親指上にす

病む夫のもはや読まざる化学誌を重ねて置けり購読やめず

広辞苑
稲津孝子
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いのうえすが こ

生臭く水乱しゐる老金魚あなたを飼ひし日は忘れたり

半数はこの世に在らぬ人の名を消さずに使ふアドレス帳を

白鷺の細首寒くさびしげに刈田を漁る冬はもうすぐ

わが知らぬ母のやさしき一面を旧知が語る紫苑の陰に

早朝のおけら一匹足早に立入禁止の柵くぐり抜く

若き日に胸のあたりに傷負ひし彼女もわたしももう若く無し

咲く順に花殻落ちてゆく仕組み花の律儀な秩序がうれし

紺碧に凪ぐ日本海彼方には思想異なる民族の住む

過ぎしものみな輝きて見ゆる日よどこへも行かずだれにも会はず

おほよそは漁師の墓碑群日本海見下ろす丘に夕日見送る

群れをつくらぬ白鷺いつも一羽にて孤高に見えてさみしく見えて

生きてゐる毎日が修行この言葉われを励ます今日一日を

忘れたることは大事な事ならず当時は命の次なるものも

素焼鉢夕日が赤く染めてをり格別でなき事の静けさ

商店街の拡幅工事でこぼこの地表が代弁してゐる痛み

プランターの土を再生して使ふ天地返して過去を薄めて

一つ事閉ぢて別るる幾人を思ひつつ書く春の日の文

独活の白胡瓜の緑コロナウイルスひととき忘る春の酢の物

一冬を堪へこしもの一息に噴く紅梅の恐ろしき赫

未完の例世に多くありたとふれば蕾のままに落下する花

昨年の落葉一冬かけて枯れふはりと軽きを悟りと言はむ

パーキングエリアをたちまち去る車屋根に等しく夕映え載せて

葉を落とす冬の雑木の山々は透けていづこの国までも見ゆ

古木なる幹にはいくつも傷のあり傷の数だけ愉しみありけむ

一息に滅びに滑りゆくやうに明けの明星寒天に消ゆ

桜の日向日葵の日も遥かにて子には子の生われにわが生

今生のしがらみ解けて散るもみぢ赤も黄色も夕風の丘

幾万の命掻き出す鮭の腹裂くは秋の日稲を刈りし手

輝ける花野をいつも遠く見て青年期あり壮年期あり

自意識の強き集団こつそりと抜け出で紅葉の峠帰り来

未完の例
井上菅子

いのうえのり こ

井上法子

ほととぎす秋明菊に酔芙蓉ありて静かに秋となる庭

防空壕焼夷弾にＢ

十三歳の敗戦の夏

若き命空に散らしし人達の遺書よむ時に溢るる涙

戦に敗れて後のひもじき日日おもひつつ焼くヒレのステーキ

初めての蝉の声きく梅雨明けも近しと思ひ暫し聞きをり

いい旅に出かける如くチョコレート入れて癌のため入院する子

家に籠る日の続きゐて梅桜つつじも過ぎて花菖蒲咲く

テレワークの子のために作る朝昼晩もう我にはつらし八十八歳

終刊となりにし結社より移りたる古き仲間の名ありて嬉し

テレワークの子のためお八つにケーキ買ふ我の為には買はないものを

鍵携帯保険証に老眼鏡マスクも増ゆる外出袋

蕗の薹わらびを買ひて食卓に春は来てをり桜を待てり

その声をもう聞けぬと思ふとき胸に冷たき風通りゆく

苦しまず大往生と聞く友の卒寿となりたる明るき声思ふ

子と孫と曾孫揃ひて健やかに令和二年の雑煮を祝ふ

長かりし独りの月日その内にあの世に会へるや若き夫に

七年を夫と暮しその後の五十余年の独りの時間

転ばぬやう餅つめぬ様と言はれつつ雑煮を作る米寿の元旦

藪椿白玉侘助一ときに開きて冬の狭庭はなやぐ

知らぬ間に莟ふくらみ春を待つ沈丁花つめたき雨に堪へをり

会ふ度に成長してゆく曽孫の今日は一言マンマと言へり

アメリカにホームスティの若き友メールに温泉恋しと言へり

タクシーで帰つてと言ふ子にはいと言ひマフラー巻きて地下鉄に乗る

寒いから来なくていいよ手術から二日目のメール子より届く

風来ればゆれて白き波となり秀明菊は散り始めたり

長生きはしたくなきもの五十路こゆる次男の癌を今日知らさるる

代はりたしと思へど叶はぬ子の病思ふのみにて身の細りたり

やまひ

肩落とし帰りて子の言ふ膀胱癌かける言葉もなくて立ちをり

痛む足ひきずり乍ら咲太夫の心に沁みる語りを聴きに来

籠る日日
生駒山くつきり見ゆる今朝の空雲はうす綿広ぐる如し

29
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こ

戴きし大き葡萄を供へをりしつかり育てる苦労思ひて

オンラインネットで簡単とよく言ふが慣れぬ操作より電話が安心

八月は原爆お盆終戦と暑さきびしき我の誕生月

夜明け前涼しいうちにとウォーキング帰りは真つ赤な朝日に照らさる

三日間の盆の行事は継がれるか姑と暮らした吾で終はるらむ

盆が来る仏壇の飾り墓掃除お棚参りとしきたり多し

緑陰でマスクはづして熱さますコロナ怖いが自由になりたし

一軒の家の更地に二軒並びきゆうきゆうとしたマイホーム建つ

名園の小径を行けば梅雨兆す色とりどりの菖蒲あぢさゐ

トレーでなく差し出されたるつり銭に手の温もりが伝はる接客

大きめの枇杷選び隣家に持ち行けば初物と言ひ幼もはしやぐ

弁当の貼り紙と幟昼食に明日はあの店ときめて楽しむ

レジ前はビニルシートでガードされ交はす会話は単語で通ずる

式簡素卒業してゆく孫たちは先生親に感謝伝へられず

落椿見上ぐれば赤何百と大樹となりて空を押し上ぐ

洞のぞく幼き孫の横顔はふつくら桜の餅の肌なり

うろ

暖冬の日射し柔か蕗の薹落葉に隠れ小笊に一杯

節分の福豆に混じり投げられたカップ麺が運よくわれの手の中

外出であと何枚と心配す貴重なマスク流通はどこへ

久々の駅弁大会楽しみて千六百円の値に思案する

冬に耐え桜草が蕾持つけなげに見えて芯はたくまし

体の重たき時に思ひをり元気な時にかなふことすべき

福引きの千本引きに並びゐしひよつとしてと運を期待す

令和二年大層な願ひあらずして穏やかな日々ただそれだけを

台風の目をミサイルでつぶせぬか敵を迎撃するのではなく

靴下のつま先繕ひ履いてゐる束ねて安く売られてゐても

柿紅葉愛で後始末の落葉焚き煙気にしつつ目立たぬやうに

富士を背に田の中走る新幹線その一瞬を待つカメラマンずらり

衣更へ捨てるか迷ふこの頃はおしやれより機能性が大切

手に取りて稲の刈り時もう少し台風それてひと安心す

流れゆく日々
植松千恵子

え
うえまつ ち
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う じまたか こ

夫とは意見の違い多けれどラグビー決勝で共に応援す南アフリカ

葉の蔭に隠れていたる柿の実は色づきはじめて目立ちきたりぬ

涼しさと共にやってくる夜の帳早くなりきて一日の終る

赤と白いつものところにいつものように季を忘れず彼岸花咲く

昼過ぎてガスのかかりくる月山の別名はガス山というらし

久にみるお花畑はチングルマ日光キスゲなど花咲き盛る

晴天に恵まれたる山は標高一六七〇メートルに残雪のあり

喜寿になり身体のバランス悪くなり姥ヶ岳をコースタイムの三倍かけて登山す

世の中は知らないことにあふれてる高齢になりて知ること多し

デパートは全館オープンしたけれどコロナウイルス終息みえず

息子の呉れたる風蘭のとりどりの花六鉢咲き継ぐ

大木の上にあるカラスの巣みどり濃くなりて見えなくなりぬ

六歳の頃伯父から貰った「のんちゃん雲にのる」が初めての吾が本なりき

ビルの上に新しく出来たビオパーク階段百段登り奥多摩の山を見る

春の風に命もらいて草も木も緑茂らせ花を咲かせる

休校中の小学校の校庭に八重桜咲き人影はなし

武器なしで人を殺せる目にみえぬウイルスという気味わるきいきもの

パンデミック宣言されて世界中にコロナウイルスの広がるを知る

ウォーキング始めて一ヶ月背筋の筋肉付きて腰痛治る

腰の骨ズリッと動き激痛す「骨滑り症」と医師に言わるる

寒い朝紫の菫道端に隠れるように群れて咲きいる

白梅の花弁散りて萼になり三月一日われ喜寿になる

梅の花散り終りて萼になり強い日差しの二月末日

外出後手洗いうがい実行すコロナウイルス警報出れば

梅三輪咲きそめて二月一日に夫は八十歳になりたり

晦日から二泊で来たる孫三人四ケ月ぶりなれば大人になりぬ

鳥たちも弱肉強食鵯は二羽の目白を追い払いたり

雨粒の落ちてきそうな曇空桜のもみじ葉かおり漂う

広びろとした国有地の原っぱに芒の銀の穂かぜにたなびく

友人と一万二千歩あるきたる木の葉の色づく昭和記念公園

新型ウイルスと生活
卯嶋貴子☆
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うちがきよね こ

道みちにつぎつぎ匂ふ金木犀颱風ののちふつくら満開

船橋の日傘そのまま松戸にて雨傘となるけふの幸先

ひとしきり遊びてもどる犬の背の金水引の実を取りてやる

混じり咲く彼岸花と玉簾高さを分かつその赤と白

土星より少し明かるき明滅が月を横切り北東へ行く

少年の指さす先の芋蟲を道渡るまで少年と見つ

をさまらぬ暑さの道に信号を待つ間みあぐるゆきあひの空

笹の舟灯籠流し流し雛おもひを乗せて流れゆく先

鬼薊名に違はざる棘をもつ薄桃色の花を守りて

蜩に方言ありやふるさとに聞きし記憶とわづかに違ふ

月の夜をゆつたり東へゆく雲にひと日の疲れ吸ひこまれゆく

このあした膝が重しと歩くみち生垣くぐり猫の寄りくる

顔の七分マスク覆へどやつぱりねえ白髪の紳士に席ゆづられつ

うつうつと坐りてをれば「わかつてるわかつてる」とぞ線路の音は

木星と土星と火星と空にあり明け方四時に目覚めたる幸

目覚めたる揺れはおのれか地の揺れかはたまた夢か再び眠る

塀ごしに薔薇のやうなる椿さくわが育てしはあたかも牡丹

八十歳になるまへ久に逢はむまへ令和になるまへ兄は逝きたり

疲れきり早く寝ねたる翌朝の熟柿の落つるやうなる目覚め

氷雨やみ雲の動ける西の空の裾に広がる瓶覗色

かめのぞき

波紋生まず傘に音せぬ霧雨にやんはりやんはり濡れつつ帰る

松の木にとどまりてゐるけさの雲うごかぬままに電車が来たり

この都会の茜の空を北へ行く一羽の鷺の行きつくところ

遠く高く没日に向かふ光跡を消ゆるまで追ふ入院の窓

富士が見え東京タワーが見ゆるわがベッドはラッキーと看護師のいふ

十三階より眺めてきたる都会の景あすは下界の現にもどる

彩雲のモノクロームとなるまでを眺めてをりてカーテンを引く

手術後のひとりの闇の遅遅としてこの世に明けぬ夜のあるごとし

うらうらと遠回りするけふの道「飯箸」といふ表札のあり

あまた付く蕾の中にただ一つ斥候のごと咲く獅子頭

線路の音
内垣米子
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え とう

半端なき数に色付く庭の柿鳥の来ぬ間に捥がむ段取り

台風の映像見つつ一睡も出来ざるままに朝になりたり

寝室のシャッター夜通し打ち鳴らす台風十号それの勢ひ

締め切りを励みに月々歌も書もこころ引き締め机に座る

締め切りに後押しされて半懐紙書きて書き継ぐけふの終日

ぼうたん

墓掃除さて置き先づはかたつむりスマホに撮りつ二押し三押し

豪雨止み薄日差したる庭の木に怒濤の如し蟬の合唱

植木鉢プランターを次つぎに起こして箸に摘まむ蛞蝓

独り生えのトマトを一つ収穫す庭に程良しそれの熟れ色

一日の命燃やしてゆふべには萎むその性藪甘草の花

別名を忘れ草とて盛り咲く藪甘草の一日の華やぎ

ひと ひ

モントブレチア・凌霄花・藪甘草庭に華やぐその緋紅色

枝垂れ咲く凌霄花が終日の風に縦横無尽のすがた

一人静が絶えて久しき庭の上二人静が並ぶる花穂

お隣に向かひに配る小判草「小判ですよ」と揺すりたりして

今年また根を広げたる小判草けふ鎌に切る収穫のごと

由布・鶴見・久住・根子岳・高千穂の峰・伯耆大山手繰る思ひ出

細き細き尾根を歩きし若き日の伯耆大山思ふ唐突

カラーかと瞬間おもふ石蕗の葉が陽に光るそれの真白く

金の成る木に五ミリが程の花が咲く星の形の淡き桃色

思ひ及ばぬ植ゑて幾年唐突に金の成る木に咲く小さき花

縺れ合ひ縦横無尽といふがごと紋白蝶の朝のしばらく

どうだんつつじ・カラー・アイリス鈴蘭の傍へに王者の如き牡丹

床の間に玄関トイレ洗面所庭に切りたるカラーのホワイト

膝の痛みは加齢の故と今日もまた整形外科医の変らぬコメント

鬼の面被りて夫が豆を撒く八十路後期の二人の節分

庭石に尻尾振りゐし黄鶲が一直線に千両に行く

わが血管の細きを言ひて採血の腕を小さく叩く看護師

切り鋏長く伸ばして夫の捥ぐ柿を受け取る袋ひろげて

配る先夫といひつつ柿を捥ぐ捥げども捥げども減らぬその数

庭の黄鶲
江藤ひさ子

142
作品二
自選 30 首

143
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即位礼の恩赦は五十五萬とふ今に知る数この島国に

しかし今日でなくていい至言と偲ぶ作家佐野洋子

吹く風に枝ゆれ止まぬさるすべりの白き花房いちにち踊る

身辺の整理といへば納得し子は持ち帰る孫のアルバム

いやだつた麦のごはんに詫ぶる今おもひの深し疎開の暮らし

空をみつめ首里高生の諳んずる沖縄戦の追悼詩文

くう

拉致の子を抱かず逝きし横田氏の若き日の家族写真みてをり

あぢさゐが好きだつた母この夜の夢にて会はむ三室戸寺の庭

いつ死んでもいい

これの世の最後に食べたき物のあり夫の作りし鰯のつみれ汁

楽しとふ友らの勧むる麻雀より短歌にて足るおのが残生

空港まで行かず駅にて別れにし友の急死を引きずる三とせ

人に逢はずメール受信のなき夕べ郵便のバイク走り去りたり

原発の作業所内にて被爆せし映像より目を逸らしてならず

庭におく飯粒たべず雀らに見抜かれてをりわれの気の斑

むら

幾たびか春の嵐の過ぎゆきて残るさくらの見ゆる葉陰に

亡き夫に似る咳払する人を見むと厨の窓すこし開く

亡き友が合唱団にて関はりしねむの木学園の宮城まり子さん逝く

夫かと手を伸ばせるも夢の覚む宇宙の果てより遠し浄土は

天井まで届けとあぐる紙風船かぞへ唄にてひとりの遊び

履き物の裏返りてゐる友のには遺る夫君は独り病みつつ

兄といふ人と写れる叔母の写真その笑顔をば見ざり施設に

言ひ訳も謝罪も迷走せる議員矜持はいづれに老いも若きも

「冬雷」の表紙絵はまゆふ絶ゆるなく怠る勿れのちのわが歌

柳行李の手ざはりなつかし押入れにプラスチックのケース重ねる

お金の詐欺気をつけてとふ五年生の孫の葉書を壁に貼りたり

小春日の過ぎたる庭に一つ咲く縁どり赤き八重のさざんくわ

歌の師の居られる川越あらためて甦りたり行きし喜多院

窓越しのあかねに染まる部屋ぬちにただ立ち尽す冬の夕映

吊革に手の届かねば夫の腕借りし記憶もはるかとなりつ

日に一度ひとを褒めよといふ記事に宅配の人の汗をねぎらふ

宮城まり子
大塚照美
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宇都宮に来たのであればと欲張りて餃子三皿とライスを注文す

手探りに進み出したるプロジェクトは集まり話して方針決まる

リモートで出来る仕事と出来ぬものあることわかる半年経ちて

パソコンは携行できる小さきものに順次切り替えと案内来たる

在宅の社員の増えて一律の定期代支給は廃止されたり

テレワーク続きて履かぬヒール靴下駄箱の中で場所を占めたり

夕食の食べる時刻の定まりてテレワークになり体重減りたり

歴史あるメリーゴーランドは音楽をかき消す程に機械の軋む

入園券買い求める長い列閉園惜しむ会話の多し

この夏で閉園をするとしまえん最後に行こうと妹誘う

道路まではみ出し並ぶプランターに夏野菜の実の生り始む

梅雨時の貴重な晴れ間に布団干し在宅勤務のありがたみ感ず

雨足の激しくなりて白く煙る視界に浮かぶ青い紫陽花

今週の終わらぬ仕事を翌週に持ち越さぬよう働く週末

やり残す仕事のあれど切り上げて六時半には夕食の支度

通勤する朝は台所片付けず家を飛び出すことも幾度

休憩にシンクに残る皿を洗い気持ちを切り替え仕事に戻る

文字だけの会話は要点伝わらず時間のかかりて苛立ち募る

仕事からすぐに家事に取りかかる在宅勤務は落ち着く暇なし

自宅からのパソコン接続確認し在宅勤務の準備が進む

時差出勤すれど会社は椅子同士触れ合う程に密接したり

正月の賑わい感じに浅草の新春歌舞伎一人で出かける

簡単な掃除を済ませ帰宅するいつもと変わらぬ仕事納めの日

自転車で夜の公園急ぐ時木々の隙間に月が輝く

丸の内混雑したる店内避け通りのベンチでコーヒーを飲む

風邪引きて年に一度のみ申し込むマラソン大会出場できず

掃き清め打ち水終えたる玄関先立ち蹲に紅葉の浮かぶ

曇り空アーチ橋に並ぶウミネコの一羽の鳴き声悲しく響く

小雨降る露天風呂には人の無く広い湯船に一人で浸かる

駅近きビジネスホテルは満室で初めて泊まるカプセルホテル

変容
大塚雅子☆
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あかね

運河背に記念撮影それぞれの人生歩みたる十人の顔

に

丘の上の我家へ戻る道の角で汗拭く側に地蔵の笑顔

崖一面葛の葉裏の白々と風吹き渡る夏の夕暮

棘避けて柚子の葉叢に揚羽蝶その羽閉ぢて香りを嗅ぐや

解除後の初の地下鉄身構へる僅かな客は皆固き顔

デパートに夫婦箸買ひ喜寿迎ふ所帯を持ちし彼の日も同じ

島田宿大井神社の参道にぼんぼり灯り幽玄の風

稲光り雷鳴たちまち轟きて強雨の襲ふ混沌の夜

赤紫蘇に青梅漬け込むカリカリ梅酸つぱき味は我家の夏味

群青の駿河の海を見下ろしつつ腰曲りたる義兄新茶摘む

あ

花を吸ひひらひら我を二度巡り黒揚羽蝶垣根の外へ

自粛続き息を潜めて動かない如何に完成年鑑届く

見えぬ敵コロナに脅える自粛の日庭に黄色のチューリップ咲く

リフォームの二重ガラスの暖かく北風に揺れる樹々を眺める

咳しつつ三日の間寝ねもせず厨に立ちたる妻の顔見る

神保町の食堂の熱き味噌汁に救はれる我大寒の午後

フリージアの球根継いで九年目五色の花の開く春待つ

枝々に疎らに残る桜葉は夕陽に透けて黒き筋見ゆ

繕ひて使ひ続ける京案内訪ひたき寺々あと幾年ぞ

洋館の並ぶ山手に外つ国の人等ジョギング笑顔を呉れる

奉祝の小籏の揺れる青山の広き通りに秋の陽注ぐ

花咲かず幾冬過ぎたる水仙は力蓄へ今咲き匂ふ

改札の雑踏の中に妻探す教室帰りを迎へて十余年

横浜の波止場にカジノを市は誘致出船入船栄える街に

年忘れ頑張る形を整へんショルダーを買ひ鏡に向かふ

幾棟もマンション建ちたるこの丘を蝉追ひ駆けし彼の日はいづこ

夢の中に働く父の背中見ゆ金槌を持ち鳥小屋直す

初めての膝の痛みに年の寄るこの先思ふいまだ知らぬ日

雨多く川の急なる国土ゆゑ治水に精魂傾けし先祖

元町に絹のブラウス買ひたる妻結婚以来と店主に小声

日々思ふ
大野

茜

おお の
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こ

まなこ

鈴虫の鳴き継ぐ道は登り坂行けば遙かに水平線見ゆ

よ

藪を抜け草葉を揺らし吹く風が背なにひんやり汗を乾かす

この頃の路面電車の乗客は杖持つ人の多くなりたり

ひとしきり孫の話をする友に話したき事言わずに帰る

読み終えた新聞たたみ立ち上がり深き溜息感染再拡大に

小さめに貴女のためのマスクよと友の手作りコットンレースの二枚

浜木綿の花咲きいたる室戸岬に思いを馳せる合同歌集表紙絵

もぎ立てのきゅうり二つを貰いたり朝一番に良き日の兆し

煮詰めらるる完熟梅はプチプチと音立て跳ねてジャム出来上がる

親鳥が餌を運んで来たるらし電線の子燕三羽騒ぎ立つ

振り下ろす鍬はごっそり土掬う農夫掘り出すじゃが芋ごろごろ

ニンジンと新玉葱と蓬の香口に溢れるかき揚げを食む

ほととぎすの声に誘われ仰ぎ見れば空を満たして栴檀の花

道すがら次つぎ野苺口に入れ甘い甘いと友のはしゃぐ声

山裾をどんどん攻めて這い上がり斜面を覆うトキワ露草の白き花

たんぽぽも庭に生えれば見過ごせず抜かねばならぬ花が終われば

「終息後の楽しみ見付けて待ちましょう」マスク二枚と手紙を友に

風音に子を呼ぶ母の声混じり休校続く月曜正午

真新しき畝に生姜の芽吹き待つ段々畑は春陽を浴びて

たちまちに満開となる山桜友に見せたし花散る前に

農道を上る軽トラ避けて待つ蕗の薹二つ出づる傍えに

のぼ

今日は雨予定の無きを幸いといそいそ出かける映画「キャッツ」に

「会いたいね今世の内に」離れ住む友の一言賀状にありて

こん ぜ

「遊ぼうよ」追い風に乗り誘うがに枯葉が絡む散歩の足に

書棚から取り出し捲る歌集より友の手紙出づ栞のように

揺らめいて燃え上がるような夕焼けに家々の壁茜色に映ゆ

待ち侘びし花咲きいづる千振は囁くように山の傾りに

特産の生姜畑に笑い声収穫始まる秋空高し

他人事と思いていたるハリケーン今は当事者スーパー台風

子狸の眼のような栗の実が落ち葉の中に隠れて二つ

浜木綿の花
川上美智子☆

ち
かわかみ み
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こ

初めてのそば打ち楽し秋の日に不細工なれど味は満点

めでたきは四十七年の積み重ね夫婦でいられる結婚記念日

雨戸閉めそれでも大きく虫の音が聞こえくる夜秋は深まる

目が冴えて眠れぬ夜の子守唄時計の音と秋の虫の音

夫の手に取りたてナスとシソの葉あり天ぷらにしようと声も弾んで

扇風機少し音する時代もの静かな生活にちょっとアクセント

いつもとは違うこの夏蝉たちも鳴くをためらう梅雨明けたのに

パリパリとぬか漬けきゅうり味わいて耳にも夏を感じる朝餉

見上げてる空は今にも降りそうで今日は七夕星には会えず

夕食後夫と並んでテレビ見るいつもと変わらず時間はゆっくり

今年又大きく育った庭の紫蘇そうめんに乗せ夏の味すする

賑やかに蛙鳴き出し梅雨に入る季節の小さな変化が嬉し

紫陽花の蕾大きく膨らんでじっと待ちいる花開く日を

こどもの日兜を飾り夫婦して気分上々柏餅食む

変わらない日々過ごす事は幸せと再認識する今年の春は

頭上には青のキャンバスうす桃の桜のトンネル春の大作

もも白黄遠くに近くに花ひらき新しき事始まる四月

行く時の桜は八分上着脱ぐような陽気に帰りは満開

山道を疲れきって進む足元に一輪のすみれ英気をもらう

朝からの暖かな雨冬が去り春に向かうを思わせる日に

菜の花のおひたし作り盛り付ける鮮やかな黄は味も目も春

今年また賑やかな声聞こえない静かに豆まく節分の夜

賑やかな正月終りまた二人穏やかでもあり寂しくもあり

枝落とし小さくなれる山茶花に二輪の花のたくましき赤

夕暮れが好きだと夫が突然に西空染まりゆくを見て言う

庭の木をすべて半分に切り揃え日ざし広がる新年の朝

玄関の赤いもみじは風に乗り飛んで来たのか師走の珍客

閉めきった窓を開ければスッと動く空気冷たく身ぶるいひとつ

西風に吹かれ散りゆく山茶花の赤がハラハラ舞いて着地す

穏やかな晴れの一日終る時夫婦二人の静かな夕暮れ

また一年が過ぎて
川俣美治子☆

ち
かわまた み
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こ

一人居の老ゐし隣こはされて二軒建つ工事遅くまできこゆ

十七年有難うペット霊園にティタを弔ひ骨を拾ひぬ

癌を病む犬は此度の発作にて不自由になりたれど猶歩かむとせり

いつよりか吠えざりし犬病みて子に抱かれ悲鳴の如きひと声

外出自粛つづくいち日一周忌の夫に集ふ吾ら六人

回復期ケアの罐詰を老犬に与へむと子は注射器使ふ

四元号生きたる夫国難と言はむウイルス知らずに逝きぬ

雨の日は傘を使へぬ歩行器の吾にうれしきけふの日差しは

週いちど通ふリハビリ独身の倅と暮らす嫗の多し

三月の終はりの雪はひと日にて暮れゆく道をしとど濡らせり

入院と施設に夫のゐし日々と異なる今はとはのひとり居

後足の両膝手術せる犬の鼻汁やさしく息子ぬぐへり

このたびの入院に知る予備軍でなくなりし子の糖尿病は

夜遅く臥しゐる吾に来てくるる娘のおかゆ温く身に沁む

犬連れて競書をかきに来る吾子の半切の上あるけり犬は

松戸まで三駅電車に乗らむかな小回りのきく歩行器をかふ

何年も電車に乗らぬ日びとなり今年も迎へをたのむ春彼岸

大晦日の吾子の入院に通ひゐる嫁の疲労を行間によむ

高き木を処分せし庭に来ぬ蝉をきく「美しき日本の山々」に

四つあれば疑ひありとふ認知症のチェックリストをいつよりか持つ

糖尿と腸閉塞を持病とす子のこれからを思へりけふは

大晦日に息子入院し来たりたる娘と過ごす新しき年

予感なきイレウスにまた入院の息子を知りつ大晦日の朝

寒川のお札を忘れたる年の母の訃を曾て父に聞きにき

親孝行と続けて来たる歌の道いま役に立つひとり居の日び

一合を三度に食ぶるひとり居の解凍鯖の甘酢煮旨し

子らの犬二匹好物の芋欲りて競ひて吾の膝に寄り来る

臥しをれば息子来たりて冷蔵庫の期限切れ全て捨ててくれたり

道のべの掲示板の下に盛りゐし半夏生今年は見ずに終はりぬ

車おきて電車に帰りゆく娘バッグに入れたる犬肩にして

ひとり居の日び
神津早智子

ち
さ
こう づ
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こ だまたか こ

時どきを家族とそろう夕食に会話のつなぐ安らぎ覚ゆ

盂蘭盆に亡夫の書きたる阿弥陀経軸を飾りて面影偲ぶ

初曽孫の八月十日に誕生す山の日だから「岳」と名付けたり

がく

早朝に草とりおれば熊蝉の羽を震わせ目の前に鳴く

夕食を誘いくれたり卓上の大盛りパスタは息子の調理

紫蘇ジュースに野菜携え姪のくる姉の亡きあと母の代りと

種をまき育てしゴーヤは窓一ぱい緑となりて朝日を透かす

難聴の友は補聴器マスク眼鏡耳に掛けるもの多しと笑う

就活の黒のスーツの孫帰りコロナに就職難しと云う

夏野菜の勢い伸びるに己が身にエンジンかけて畑へと向かう

菜園に僅かな野菜作りつつ出来る幸せ八十九歳

七ヶ月胎児を動画にみせくれて妊婦の孫は細かに話す

感染死は最後の対面許されず直葬となるかコロナウイルス

吾の腸を画面に映して待つ医師は悪いものは無いとあっさり済ます

大学に二人の孫の合格す夫遺したるを祝ぎて渡せり

戦争に焼かれ殺され平和なる今人類はウイルスに殺さる

レシピみて初めて作るわらび餅冷えたるを出し家族に褒めらる

ゆくりなく娘の温泉にと誘いくる霞立つ恵那にひと日温もる

中東に派遣されるとや護衛艦港はなるるに幼の旗ふる

護衛艦の出港見送る家族らに戦時さながらと無事を祈りぬ

皇后の十七年ぶりの歌会始令和初となる松の間ととのう

渓流に水の音する表紙の絵流れのように素直な心を

歳末を気ばかり焦る短き日年賀状書き終う夜長の机上

夕食を家族としつつ孫に聞くわれの知らざる夫の影あり

十一月に播きたる小松菜の間引きをす畑は休まず育てくれおり

青信号に横断歩道を駆けぬけたるいたち一匹無事に年越せ

一周忌の読経を聞きつつ過ぎし一年夫在らばと思う事多し

三十年かけて再建せし首里城の一夜に火の海大屋根崩れ落つ

勝者なる南アフリカラグビーの選手らお辞儀す客席に向き

豌豆の蒔きどき違えず仕事終う吾独りごとに自分を褒めやる

安らぎの日
児玉孝子☆
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さい か

関東に台風くればその度に電話をくるる二番目の兄

盗まれる畑の葡萄牛と豚ひとの子その他この国日本

稲の穂も玉蜀黍も水被る収穫のぞめぬ長江辺り

新聞もテレヴィも知らせぬ中国の洪水被害イナゴの被害

台風が南の海をわたるころ撮影したる満開の萩

初めての水羊羹をほめられて同僚とわらふ作り方など言ひて

石臼のかはりのフードプロセッサー煮たる小豆をつぶしてもらふ

小豆にる今宵のなべのあづき色つぶをそろへて色をそろへて

上弦の月が今夜は腰ひけて見ゆるのはなぜ風ややすずし

魚市場食堂の刺身定食の刺身の一切れ口に溢れる

青空の向かうに見えたる蒼き富士ひるには白き雲となりたり

柿の葉をみごとに食べる虫のありその虫どこにゐるのか見えず

柿の実の青き三つ四つ落ちてをり実の落つる音誰か聞くらむ

からし色のブルドーザーの休むそば名前を知らぬ鳥の来てをり

蛞蝓の証拠が光る葉を残し白き花びらみな食べられつ

石垣の上のフェンスに絡まれる昼顔ふたつ吾をみて咲く

ひとところナガミヒナゲシふるへつつ咲きつ咲きつつ咲き続けをり

数多の実ナガミヒナゲシ名のとほり長き実となる天に向かひて

夕べにはオレンジ色の花びらを散らして揺らすその長き実を

先住のすみれ凌ぎつ何処より来たりて育つナガミヒナゲシ

川に乗り流れ流れる花びらを花筏だよと男つぶやく

さくら花仰ぎ仰げば花びらの散りて散りゆくこなたかなたに

ふくらめる蕾のいくつ花びらの紅のぞく牡丹のひとつ

幕終はるときには隣の席のひとマスクを外し挨拶して去る

岩手より来たる観客わが隣あすはスペインに行きますと言ふ

真向ひの更地に群れ咲く黄の花の野芥子と言ふぞ調べてみれば

雨あとの裸の柿の枝揺らす目白の先にパートナー居り

喜んでゐるやうに葉をのばしたるオリヅルランよそれだけでよし

白妙と紅のふたつの落ち椿ポストの道の面にめでたし

この春に連れ合ひ失くせる兄の声いつもと同じ電話の声は

水羊羹
齋鹿ミヤコ
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さ おと め

ばあちゃんでかけようかと定休の孫に誘わる台風あとに

キンカンがまだまだ青く数多生り黄色になるのをたのしみにまつ

みかん生り青葉の中に丸丸と数多の枝がおもみに下がる

四季咲きのバラがほしいと友が言ふ新枝切って鉢に差し芽す

飲み物を飲みながらでも行こうかとヨーグルトシェークマツクで買って

買物をすませた孫はドライブをしようと佐野町ゆっくり回る

爽やかなりんごの並木小さいが丸丸として数多生ってる

鮮やかな緑の山や田園を北へ向ってひた走りゆく

岩舟で昼食をして壬生町のわんぱく公園に行くという

ばあちゃん公園にでも行こうかと誘う長男家族で行こう

小雨降る柚子の木の下紫陽花が生き生きと咲く色鮮やかに

夏草をむしれぬ菜園に除草剤まいてもらってさっぱりとする

のんびりと車窓から見る町並を孫ありがとううれしい時を

ゆっくりと道をよく知る運転の孫と二人のドライブ楽し

大木の高き枝渡る鳥の声聞きつつ孫と手つなぎ歩く

梅の花終りになって一輪の赤い椿が輝きており

久々の眼科帰りに爽やかな文化会館庭園を見る

帰りには玉川温泉に行こうよと久しぶりだな嬉しい時を

ゆっくりと白梅多き梅林を行けば紅梅際立ち映える

着いたよと越生梅林梅まつり孫と手つなぎ香りの中を

早朝に梅花祭りを楽しみに埼玉目差しひた走りゆく

ばあちゃん梅の花見に行くかいと誘う長男家族で行こう

夜の町ドライブしつつよかったなイルミネーション見られて嬉し

駅前のイルミネーション華やかな豆電球の花車窓より見る

佐野駅を目差して走る夜の町家の明りが輝き見える

佐野駅のイルミネーション見に行こう孫に誘われ夜のドライブ

心地好き風通りゆく柚子の木をじっと見上げる高くて取れぬ

ゆっくりとフラミンゴ池に行って見るピンクと白で触れあっている

遊園地、動物園があるけれど動物見ようと孫と手つなぐ

ドライブは桐生の方へ行って見る目差す国道ひた走りゆく

思い出
早乙女イチ☆
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き

いただきし釜揚げ白魚今朝の卓菜花の緑一品添えて

サンマ船不漁続きに嘆きつつ神に祈りぬ出港の朝

雲丹秋刀魚帆立に牡蠣と折々に贈るふる里によろこびくるる

とろろ汁夫の笑顔がふと浮ぶ丹波の自然薯擂鉢の中

幼きより姉妹睦めと母の教え守りて支え合うこの先々も

特別警報級台風十号に慌てつつ気象情報告ぐる予報士

庭の木々梅雨の長きに茂りよく殊更のびゆく続く猛暑に

夏くれば昔ながらの「麦こがし」食して姉は健康自慢す

四連休自粛する娘は免疫力アップの料理に向きあいており

鳥海山羽黒山月山湯殿山思い巡らす還暦の旅

急流にしぶき浴びつつはしゃぎつつ最上川下りの想い出遥か

最上川氾濫のテレビに目を見張る還暦の祝に下りたる川

風なぎて一人浜辺を散歩する漂う藻屑船だまり一面

書斎から微かに聞えるギターの音晩年の夫夢に立ちくる

紫陽花の季の想い出若き日に伊豆半島を夫とめぐりき

ふんだんに部屋ごとに活け「あじさいの家」と名付けて日ながを和む

朝露の中潔く切りてとりどりの紫陽花を友の届けくれたり

コロナ禍にホテル経営のわが従姉妹頑張りおれど疲れの見ゆる

お茶好きだったあなたに香り届けんと狭山の新茶を少し濃いめに

山椒味噌ぴりりと舌をふるわせてウドの歯触り味わう夕餉

たこ上げる子等の姿の見えねども空髙く舞うたこを目に追う

奥深く入江を囲む岬にはひそやかに白く山桜咲く

アルバムを開けば夫の笑顔あり黒部峡谷トロッコ電車

紅色を増しくる石楠花手毬にも似て氏神様に寄りそいて咲く

県内はすべて晴れなり窓に観るフラワームーンに深呼吸する

黄の色のラッパスイセン花瓶に二輪ホルンの音色思われる朝

脳トレに数独程ほどたのしみぬ七度目のねずみの年女吾

認知症の検査を恐れにぶる足記憶のうすれに心乱るる

一処雲ふんわりと青空に漂う先は友居るあたり

満開の椿の花にぶら下がりせわしく蜜吸うひよどりの群れ

佐々木せい子☆
あじさいの季の想い出

さ
さ
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さ とうやす こ

天空橋といふ駅の名に天空のラピュタ思へば着きたり地下に

百歳になるといふ人おのが身を「家に居るけど放浪者」と述ぶ

新しき舗装のうへに乗りあげてひと漕ぎすれば滑るがごとし

朝あさの天気予報に江ノ島の映る安心よく遊びにき

いつつほど輪になり見ゆる明けの星しばらく眺めめがねかけをり

蟬みみず乾ぶるなかをすべらかに蜥蜴がはしるひなたの方へ

首飾る七宝焼の玉のなかモネの色彩とぢこめてある

順に読むアンソロジーの次の作あとまはしにす何とはなしに

目に見ゆる血管にしてみづからがぢかに触れ得ず体内遠し

もう少しなのに針より糸抜ける針孔を見て息ひとつする

水飴を欲しと思へば新潟産水飴最中くるる人あり

電源を入るるはわれの他に猫その猫ながく生きて死にたり

八つほど差込口のあるタップ全部灯してをりたりし猫

切れかけの蛍光灯と思ふまであはれまなこの神経震ふ

ひらひらと蛍光灯が切れさうなそしてしばらく安定しをり

茹玉子むきたるやうな顔のひと茹玉子食べコーヒーを飲む

あさなさな薔薇の繁みに卵産む鶏居りき母そだてにき

「累卵の危機」にならざる卵なり冷蔵庫のケースに収まりをれば

即蓆のラーメン啜るや思ひ出づ用の途中の身であることを

をさなめが仕切るゲームにかり出され男チームに回されてをり

地震ばかり怖きものなしそのわれが御守りもらひ生真面目に持つ

あまた釦まはりに散らし文様の花鳥風月めでて時過ぐ

人を見舞ひ帰りに通る月見橋明日には満つる月のあかるさ

古具屋に髑髏おきあり復顔をすれば如何なる顔にならむや

外郎を考へをれば同日に小田原名古屋の外郎とどく

街路樹のもみぢのつぶていや痛しその乱調にもまれて歩く

街道にくるま途絶ゆるつかの間を流れの音たて落葉が走る

宇宙ステーション見ゆると西向く人群に東を向きて満月を見る

規格といふもの世にありてこの蓋をあれこれ器に使ひ回すも

降りて止みまた降る雨のと詠みたりし秋の長雨このごろは無し

無題
佐藤靖子
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すず き かず こ

去年見しは早苗田ことし黄金の田富山平野に見る春と秋

葉の上の露ころがしし日思ひつつ里芋育つ畑過ぎゆく

川沿ひのフェンスに止まる赤トンボ日差しに光る羽の金色

用水の鯉にやるパン用意して秋の日差しとなれる道ゆく

群青の海をめくれば一面にコスモス広がる今日より九月

車内にて化粧するさま見てをりぬマスクに隠れてしまふといふに

雲の間の青空うつしゐる川に沿ひゆくマスクを片耳にして

酸缺の金魚となりて空気吸ふマスク持ちあげ汗ふきながら

朝のかぜ爽やかなりとこぐペダルマスク忘れてゐるに気づきぬ

象が空飛ぶを不思議と思はざり「ダンボ」の映画に惹かれし頃は

八海山久保田は越後の清酒の名過ぎゆく窓にふる里見つく

貧相な老婆に見らるる事はいや小柄なわれの背筋立てゆく

コロナにはかかはりなくて流れゆく春の日差しに光りゐる川

道の辺の草花の名を図鑑にて知る楽しみの増えて歩めり

雨のおと布団に聞きてゐる朝カーテンもれくる光の重し

広げたる手を抜け散りゆく花びらが地面に描く桜の色を

春の日の差しゐる野火止用水に尾ひれ揺れゐる鯉みつつゆく

放たるる度に躰がすくみたりはじめて見たる火縄銃に

江戸村に真田と五箇山より来たる鉄砲隊の火縄に技みつ

乗り来たる親子三人が色違ふマスクにわれの前席に坐す

街中の通りに北の庄の名あり居城の跡の残りて小し

喜寿待たず終はりにすると言へる会来たるふる里雨降りてをり

永平寺の参道ぬらし降る雨に客よぶ土産物屋は暇らし

その地にて育ちし人しか打てぬといふリズム孕みぬ御陣乗太鼓は

打つ拍子強弱速度だいたんに僅かに変はる御陣乗太鼓は

喪のはがき少なき事をこの年の幸ひとして賀状書きをり

つやを持つ黒き瓦の続きゐる能登路をゆきぬ夫との旅

続く雨やみて晴れたる今日の空こころの靄を払ひて青し

ふる里の魚沼産の新米に栗ごはん炊くわが誕生日

七尾湾に古くありにし漁法とぞ昔を伝ふぼら待ち櫓

北陸路
鈴木計子
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たか た かず こ

巨峰の種出さむとすれば呼ぶ声のありて丸ごと飲んでしまひぬ

ヴェランダに夫と見てゐる名月の昇りはじめの大きなる月

ねぢり花髪にからめて信州の野育ちのわれおさげでありき

掃き寄するわくら葉にある蟲喰ひのその跡まるで赤児の喃語

急ぎ乗る電車の中はみなマスク誰れも誰れもが病人に見ゆ

夫のシャツ象形文字の模様にてアイロンかくる束の間たのし

日に乾く鋪道を掃けり落ちてゐる釘いつぽんを朝朝よけて

溜まりたるアイロンがけのをはりたり鼻の先までずれたる眼鏡

研がずともよしといふ包丁めしつぶが付かざるしやもじ能力なくせり

あぢさゐを見てゐる親子そのママがあぢさゐ模様の傘を回せり

風にただ流さるる雲の急ぐとき誰かに何か伝へたくなる

まちなかの八百屋にをればいづくより紋白蝶きてキャベツにとまる

その部屋に明かりつくかと思ふほど西日さしたり今日より五月

公園の繁みに隠れ山鳩の聞き取れぬほど低きこゑする

満開の桜の上に雪が乗る夕べ去りゆく雷ひとつ

夜の明くるまへに目覚めつかかるとき目覚むる夫かたへに静か

竹垣の外に乗り出しつはぶきの咲きたる家が更地となりつ

カリカリとベビーせんべいを食べてゐる幼は吾の初めての孫

ストーヴにあたたむる手のあなをかし影絵の犬を作りてをりぬ

大晦日の鍋の焦げ付き残るまま使ひつづけて二月となりぬ

自動巻の腕時計三つをつけて寝る夫に布団を掛くる夜よる

病室の窓に見おろす武道館の屋根のふき替へ見ゆと夫いふ

裸木の桜並木に鳥来てもこゑを出さずに日を浴びてゐる

起きてすぐ掃除に出れば蜘蛛の糸ゴールの如く切りて働く

電車にて移動のひととき読み返す古惚けたりし風の又三郎

葱の葉が一本まざれる落葉掃き掃除をはるまでにほひたり

子と吾が東西線と南北線乗り継ぎ帰るけふの寄り道

入院の夫と向かふ道の辺に朝日をかへす柊ひかる

たばこやのシャッターの絵に四季のなしひまはり一本眺めて暮らす

探しゐるペンのキャップが古語辞典のカバーの函よりころがりて出づ

雲の急ぐとき
髙田和子
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た

ＡＩを駆使してこの度新曲を歌ふひばりのこゑに震へる

あが

境内にみんみん蟬の鳴くこゑととけあふ鐘の余韻につつまる

まじなひの六根清浄となへつつ一日くれたり何事もなく

読み方の分らぬ漢字を高校の孫に尋ねて礼を言ひたり

蟲のこゑ俄に増しくる庭の上ひとしほ身にしむ秋の訪れ

夕立の後に残れる網戸のつぶ日差しにまたたく星座のごとく

山笠の中止となりて思ひ出す母の無邪気な山笠めぐりを

隣の老い喉に差しこむ体温計まさかの騒ぎに立ちつくしたり

苺ジャム仕上げて隣の幼子に先づは持ちゆくお昼寝の前

山肌に沿ひて湯煙立ちのぼる由布岳の霧にしばしまぎるる

感染の恐れを忘るる道の端のいぬのふぐりよ健やかにあれ

野の道にいぬのふぐりの瞬くをその輝きに動けずなれり

菜の花の揺るるを見れば限りなく優しくなりて野の道あゆむ

草を取るそばにけふは鳴きくるる鶯のこゑに礼を言ひたり

鶯を待ちゐる庭に今朝も立ちひたすら願ふ再びのこゑ

けふ母の月命日と思ひつつわれの名よびてくるる気のせり

ちらほらと豌豆の花咲き始む何より希望のもてるきざしの

神殿まで長く並びて静静と猿田彦神社のお面を買へり

猿田彦神社のけふは庚猿参拝者の列に並ぶ三時間

すりこぎの音たのしみてとろろ汁やはり懐かし母との作業

読み聞かせ子から孫にとひきつぎたる絵本をひらき時を巡らす

体調のすぐれず無口となる夫ひと日あれこれ不安つのらす

闇夜の道あゆめば聞こゆ梟のそのこゑ今も耳にのこれり

正月のたびに木履買ひくれし母の工面を思ふこのごろ

ぽつくり

難病の婿に寄り添ふ日日なれど実母に叶はぬ思ひをしてをり

パーキンソン何と無慈悲な病かと動きのとれぬ婿に手をのべ

やまひ

紅 のひとひら蜘蛛の糸に揺れ崇めて見をり実相院の庭

くれなゐ

建て替へを行ふ作業の片隅にコスモス疎らに咲きて揺れをり

まば

よく見ればサザエさんと思はるる雲たちまちに怪獣となる

前を行く人のつまづく瞬間を共に驚き声を出したり

おもかげ
戸部田とくえ

べ
と
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とよ だ しんいち

なつかしき友の写真を見ておればその幾人の今はいづこへ

時計の針は規則正しくカチカチと我が人生に無関心見す
優太謙太が全力で描いた絵手紙に涙が出るほどうれしさあふる
妻と娘が心臓手術後見舞いに来て思わず目がしら熱くなりたる
看護師のかゆい所に手の届くようなやさしさ親切心づかい

山燃ゆる愛宕の山の影強し明日の希望の力みなぎる

風が無くうだる暑さに線香の煙ひとすじたちのぼりおり

昨日より三度高めの気温なり墓参りに行く汗だくになりて

各部屋にクーラー取りつけ涼むわれ雀は下り来て水浴びをする

七月に炬燵と厚手の靴下を離せず夜はねむれず血管障害つづく

隣の子キュウリみつけてもぎとりてかじりてうまいと毎日来たる

風呂に入り手術の後のキズを見る大きな切開よりふた月過ぎたり

（隣の子）

病室から一歩も出られずベッドの上に今夜は静かサイレンも無く

息を吸えずに激しい胸痛心不全天国地獄の苦しみ続く

突然の心臓手術ドタキャンは医師の手配ミスうっかりしたと

彼岸入り墓掃除する冷たさに思わずそっとタオルをしぼる

東京で雨まじり雪の降り続き今朝は快晴一晩の間に

どこもかしこもマスクをつけて移動せり催事も人が不在となりて

春分の日最も寒さが身にしみる妻は早朝に我の飯作る

温まる炬燵の中の足の先じんわり届き血の流れくる

瞬く間に沈む夕陽の真紅なるまだたたずまい消えずといのり

冷え冷えの廊下を歩くつめたさに石灰化進む右足重し

時刻む音が聞こえる病室の深夜眼が覚めあれこれ思考す

三度の食事全力掛けて準備する妻に感謝の気持ちいっぱい

幼児二人に明日の手術をはげまされ二人の笑顔によしがんばるぞ

立ちのぼる入道雲は青空に輝きながらぐんぐん伸びる

病葉の落ち葉踏みしめギシュギシュと夕暮れ時の公園散歩す

カタカタと音たてながら障子鳴るそれた台風の強き風来て

二十年の闘病生活長きものはじめの手術の負がつけまわる

久方振りに海原眺め晴れ晴れす思い悩むもの吹き飛びゆきて

なつかしき友
豊田伸一☆
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なが お ひろ こ

垣の間に紫の実の垂れおり色冴えざえと紫式部

戴ける銀杏うまし豊かなる秋深まりて楽し月の夜

子雀の何やら騒がし川辺の道やさしき紅の芙蓉咲きつぐ

年々に花数の増す彼岸花石碑の囲りに赤際立てり

パプリカの曲に合わせて踊る孫「おばあちゃん見てね」ラインの動画

触るる風秋づく園の竹囲い桔梗撫子女郎花咲く

待ち待てる梅雨明けの空立ちあがる積乱雲強く光りて怖し

中空を鳴きながら飛ぶ百合鴎梅雨明けの空白雲まぶし

ラジオ体操の帰り道歩数計見つつ遠廻りして三千歩あるく

雲間より幾筋の日の差しくれば初蝉鳴けり梅雨明けまぢか

雲低く時折雨粒おとす朝大公孫樹の木下のラジオ体操

長梅雨の荒草の中一本の百合は蕾をふたつ持ちおり

大公孫樹の木下に落とす銀杏の瑞みずとして萌黄色なす

親鴨と八羽の子鴨ブイの上船の通れば大きく揺るる

高架線の下に新店舗の並びいて変わりゆく街隅田川あたり

あらあらしき木肌の幹をうねらせる柘榴は赤く今年も咲きぬ

手入れせぬ葉牡丹の芯立ち上がり種は枯れ色に伸びて広がる

電柱に二羽の鴉の啼き交わす声音豊かに何を語るらん

行き過ぎる足を躱しつつ鳩一羽忙しく啄むホームの真中

気に入りのひよこの柄のマスクつけメールに写るブイサインして

外遊び大好きな孫に手作りのマスク送りたりコロナウイルスの収束願いつつ

コロナウイルス見えない不安外出控えて一日を桜描きて終りたり

川の辺の紅の華やぎ河津桜人等寄り来てカメラにおさむ

近づける春に向かいて白梅の咲く道を行く髪を切らんと

列につき日の傾きてようやくに氏神さまに初参りする

寒風に辛夷の花芽守るべし指先ほどの膨らみかたく

鴨一羽流れに逆い群に入るを確かめて行く風強き中

元気なる孫の歌声にウクレレ合わすおぼえたばかりのチューリップの曲

ひたすらに葉を落しいる大銀杏飼犬と来た道懐かしく

寺の裏咲きては散らす萩の花見る人のなく時は移ろう

時は移ろう
長尾弘子☆
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なが の まさ こ

朝五時半空港に着き搭乗の手続きを待つ列に並びぬ

セブ島行きの航空券は延期扱い代金戻らず不満の残る

予約せしセブ島行きの飛行機はコロナ禍で運行取り止めとなり

父の為に取り付けた手摺に助けられ足をひきひき部屋に辿りつく

踏ん張りの効かぬ左足をダラリ伸ばし手摺を握り階段上がる

土曜の朝目覚めて左の股関節に鈍痛ありて指圧試みる

言われた事を理解できぬ父の様子に苛立つ母は声荒らげる

軽症なれど認知症の母毎日の仕事も介護もこなしてくれる

店内に客は一人もおらねども弁当作りの作業は続く

弁当をまとめ買いする客が続き在庫無くなり慌てて作る

家族連れの客は子供の弁当を好みに合わせてじっくり選ぶ

マスク付け茶室で一服飲む前に外す手順の煩わし

三ヶ月ぶりに茶を点て茶筅を振る音や釜鳴りに心静まる

六月から茶道教室再開と連絡ありてガッツポーズ出る

昨年より始めた UBER
の売り上げが徐々に増える四月上旬
補助金の申請書類を記入する午後十時半眠き目擦りて

姉の来ない間の仕事は倍になり体力消耗を昼寝で補う

来客の減る一方で持ち帰り弁当販売に望みを託す

コロナという言葉を耳にする度に客足遠退き静かな店内

さくらまつりの寄付金返しに回りおり重く感じるペダルを踏みて

恒例のさくらまつりのイベントが自粛で中止となってしまいぬ

洗濯機の在る有難さを感じたり雨の日のコインランドリー通いに

日曜の朝に警告音が鳴りエラー点滅洗濯機止まる

シロッコファンは壊れておらず原因は防火シャッターのヒューズの故障

夜八時業者到着換気扇の故障どこか調べ始める

夕方に回した換気扇吸い上げの弱くフード見上げる

店内で目に留まりたるミニコンポの音質に惹かれ購入決める

愛用のＣＤラジカセ壊れたり電源入れど音が聞こえず

知る人の訪れ眺む名刹の紅葉は苔の上に散りおり

嵐山の紅葉はまさに美しく其処も彼処も美しき紅

永野雅子☆
ワンコイン中華弁当ブレイクする
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ながみつとく こ

虫の声一度も聞かず冬になり夜更けの庭は暗く静まる

もみじ

山梔子の葉の食われたる裸木に青き実数個風に揺れいる

此の家に夫も猫も居た頃を想い出しつつ水槽洗う

メダカ君声をかければ水面に小さな口を開けて集まる

玄関に置く小さなる水槽のヒメダカ六匹自粛の仲間

朝夕は少しやさしい風が吹きシオカラトンボの羽を震わす

山百合の蜜は旨いか蜜蜂はホバリングして順番を待つ

長雨に庭の手入れを怠ればある筈の無きヤブカンゾウ咲く

ふっくらと優しき色の枇杷の実を遺影に供え夏山想う

夫亡き今も季節に送り来る山の仲間の房総の枇杷

フクロウの声聞く夜は思い出す里の神社の欅の洞を

梅雨前の朧月夜に虫の声本物なのか耳鳴りなのか

梅雨の間の陽射しにはしゃぐ紋白蝶花から花へ翅を休める

大輪の芍薬の花盛りすぎ露の重みに崩れて散りぬ

そこここに花咲き乱れ風そよぐ草とる我はマスクを外す

朝の陽を背に浴びながら庭歩く落ち葉の陰にカタクリ覗く

川上の梅は早くも盛り過ぎ小仏川に花筏流る

台風に折られた梅の老木の幼き枝に蕾ふくらむ

ヒメダカの水槽に張る薄氷朝の日差しに微かに軋む

強風に倒れた鉢を手にとれば芽吹きの色を鉢中に見る

仏壇の花を活け替え線香上げ我が身の事態を夫に話す

二時間の外出許可を頂いて先ずはメダカに餌を与える

緊急に入院したる年の暮れおせち料理も途中のままに

日の落ちて銀杏祭りは終りたり踏まれた落ち葉に寒き風吹く

入り日受け煌めく銀杏の街道を娘夫婦と肩寄せ歩く

黄葉の甲州街道の銀杏並木高尾の山の紅葉につづく

こうよう

長雨に倒れた菊に支柱立て腰をのばせば昼の月見ゆ

車窓より陽射し背に浴び今朝届きたる冬雷のページを開く

小春日の中央線の車内では居眠る人や読書する人

朝四時を過ぎれば始発の電車あり澄んだ空気を潜りて響く

小さな生きもの
永光徳子☆
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こ

裏道の隠れ家みたいなレコード屋けふ窓際にミニシクラメン

笑顔だけは忘れず生きていきたくてクロッカスの球根植ゑる

水槽の水の流れに抗はずゆらゆら揺るる人工クラゲ

並ばずにエレベーターに一人きり運ばれてゆく四十五階へ

しゆるしゆると消毒の音聴きて待つ展望台行きエレベーター前

政策やコメントよりも注目す政治家たちのけふのマスクに

銀杏葉の端に初秋の色の見ゆ九月一日酷暑の夕暮れ

雨雲の向うに流るる星想ひ傘傾ける葉桜の下

チケットを払ひ戻して氷レモンひと匙すくひ観る YouTube
学会に芝居コンサートもオンライン素顔に部屋着でパソコンの前

コロナ禍の記録の一つと写真撮る中止が決まるライブのチケット

「コロナにね私なりたい」カウンセリング・ルームで女児は花に水差す

虐待とＤＶ増加コロナ禍はあらはにしたり家族の軋み

続きゆく夏日と雨の繰り返し芍薬と過ごす時間は僅か

眼差しと語り口調に優しさは充分わかるマスク顔でも

マスクせず口紅つけて笑ひたし鉢にあふるる撫子の赤

写真より目に焼き付けたきスーパームーン大き丸顔に微笑み返す

」アスリートたちは動画にアップ素人にもできる室内運動
「 Stay Home
散り落ちたる桜の花びら集めきてハートをつくるアスファルトの上

強ひらるる自粛の街に増え続くコロナウイルスの感染者数

ウイルスと関係なき記事みつけ読む大事なことは他に沢山ある

花が咲く前に着替へを済ませたりテディ・ベアに桜いろのドレス

明日するマスク一枚たしかめてクマのプーさんの笑顔を見つむ

けだるさに眠り続けて過ごしゐる吾はマスク難民の一人

ウイルスの情報整理せぬままに流して不安を煽る政治家

フリージアの香りかたまるごとき店こよひ選ぶは白き三本

細き葉に守られ伸びる茎の先はにかむやうな水仙の莟

「絶対に時間を作つて会ひたいね」手紙の結びは毎年同じ

パソコンもスマホも苦手な友に書く年に一度の手紙は十枚

ネガティブな思考切りたき夜はシチュー煮詰むるほどに角とれてゆく

笑顔の行方
中島千加子

か
なかじま ち
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なかむらてつ や

目の前は東南アジアの女性かな脚を広げてふた席塞ぐ

同僚の妻陰性といふ知らせ他の同僚に急ぎ伝へる

同僚も新型コロナ陽性となるかも知れずため息が出る

同僚の妻の職場の家族から新型コロナの陽性出たり

会社終へて学ぶ空間貸すところ第二の職場の如くに通ふ

世の中に椅子と机を用意して学ぶ空間を貸す会社あり

日常をゆるりと過ごして論文の期限は三月となりて焦りぬ

み つき

棋聖位を高校生棋士獲得と将棋の世界をメディアが広む

去年より会社の売り上げぐつと減り体は楽でも不安は募る

新型のコロナ感染患者数増え行く報にもう驚かず

四
( 月二日

梅雨前の晴れのひと時吹く風にマスクを外せば涼しさのあり

テレワーク促すホームのアナウンス出来ぬ人らの乗りゆくものを

秋田犬を連れし女性は杖を手に今は小型の犬を連れ行く

青の地に赤き水玉散りばめるマスクもありて子らの華やぐ

)

ランドセル背負ひたる子らは大きさに合ふ手作りのマスクして行く

道端にひと群咲ける菜の花を照らす夕べの光の寂し

只一人マスクを着けぬ幼子が電車の席で無邪気に動く

マスクせぬ女子高生の三人が朝日浴びつつ自転車で行く

仕入れ先のテレワーク増えて注文書どこへ送るか日々尋ねをり

来客の応対に立つ事務員にマスクマスクと思はず叫ぶ

東京に先週居たりといふ人の来社と聞けば皆マスクする

マスクせぬ人の発せる咳込みに思はず不安な気分を抱く

新型のコロナ予防にマスクして街行く人が普通となれり

暖かさ増して一気に梅の花咲くかと思へば寒さ戻り来

関東に雪の降りたる報有れど今日の仙台青空広し

アパートの群払はれて新築のビルを覆へる汚れ無き白

むら

冬晴れの朝の陽射しは燦々とテナント募集の看板照らす

吾のほかは論文提出卒業と聞きて帰れる仙台遠し

論文を掲出出来ぬ説明のそれだけ述べに東京へ行く

地下鉄の車中に聞こゆる外国語日本語通じぬ人等多きか

マスクして
中村哲也
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の む ら しよう い ち ろ う

いよいよかやはりか遂にか当然かよろよろ歩き我がこととなる

腕太き麻酔医の来て明日のオペ安心せよと我が手を握る

幼児語で指図をされて鈍鈍と服脱いでゆくレントゲン室

大部屋に聞き取りをする看護師の個人情報筒抜けの声

フェイスシールドつけたる医師はビニールの帳の奥から体調を訊く

朝の窓鳴らして部屋を吹き通る早くもやつて来たか木枯

バッハ弾くチェリストはときに胸反らし高鳴らすとき何か呟く

スリムなる不漁の年の焼秋刀魚とやかく言はず分け合ひて食ふ

ヒヨドリのやむことのなく鳴き交はす日暮れの声の我を急き立つ

歌ひとつ出来ぬ日続く日記帳飲みたる薬しるして終る

白髪の看護師は採血の名手にて痛まず手早く跡も残さず

幾たびも振り返りつつ引かれゆくもの言ひたげに鼻長き犬

朝焼けてまだ明けきらぬ街の空声は聞こえず鳥の行き交ふ

朝刊の折り込みチラシ減り尽くし感染グラフ日々に伸びゆく

足のみか恃む気力もよろつきて何を為すなく終る一日

ひとしきり日照雨明るく通り過ぎ泰山木の蕾光らす

録音の囀りなれど澄む声の流れて朝の池之端口

軒下に脚立の据り確めて老いたる店主夏暖簾掛く

死の前の太宰が記しし左千夫の歌雨降りしきる六月来たる

この俺が生き残るなどあり得ぬがひとり茶を飲む妻留守の昼

リュック負ふブロンド長き旅人のスマートフォンに写る日本

生来のおつちよこちよいは老いてなほ手綱の利かず我を悩ます

値上げせぬことは確かに認めるが鯖の味噌煮のなんとも小さし

買物のメモを片手の老い同士セルフのレジで又顔合はす

道端の草の勢力この春は大黄カタバミ先頭を切る

気がつけば思ひもよらず存へて世の埒外に勝手して生く

付き添ひの娘の強き物言ひに遣りかへしゐて負けぬ母親

燭強き地下コーナーの売場台香り持たざる花花かがやく

動くものみなゴキブリにしてしまふ目弱き妻に虫の災難

大方は病院にての終なれば老衰といふ死に方はなし

頃日抄
野村 昭 一郎
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ひろ の けい こ

誰も誰も途切れる間なく話する元気ありがたし秋のあつまり

喜寿となる祝いは振り込みコロナゆえ共に語らう宴もなしで

同時期に息子出産の産院仲間その子を亡くす無念さはかれず

秋風を受けて走れば前に富士四方の山とともに美し

コロナ禍に振りまわされて時間すぎ節季になれど感慨のなく

台風の大きな渦の行く先に心配するも雨まちどおし

籠りたる長い時間に往復すあまたの便り友ありがたき

海の日とニュースは伝う雨の夕草木繁りて庭は草原

ずっしりと作品年鑑は手に重し自選せし歌一年の歴史

梅雨時の工事をいぶかる友多しなれど物には時もあるらし

めぐる縁流れにまかせ契約す外壁の塗りかえ屋根のふきかえ

コロナ禍に春をとられて夏となる親しき友のぬくもり遠く

大規模に造成される住宅地まず六軒の家が建つらし

横田基地より爆音たかくへリがとぶ自粛づかれを笑うがごとく

空あおぎスーパームーンの輝きにコロナ収束まずは願いぬ

薫風に白き卯の花少しゆれコロナ騒ぎをしばし忘れる

校庭に満開の桜六本あり子らの声なく花びら積る

家二軒取り壊されて空広し部屋に届くまぶしき朝日

傾聴も子ども食堂も続けたし不要不急のことには非ず

生徒らの声なき庭に桜咲くか思いもよらぬ令和二年の春

留学の孫は前見るばかりにてあれもこれもと婆は心配

我が手足痛さつづきて気付きたり病を語る人の切なさ

痛む日は思考力なく意欲なく己はげます言葉もむなし

散々な年末過ごし新春迎う何があろうと時間は進む

家中に義父の使いし手摺ありいつの間にやら我が手になじむ

起床して恐る恐る歩み出し痛いいたいとつい声のでる

ベッドより立ちてよろめき青くなる衰えおりぬ年相応に

半時で五日市の街走りぬけ木立に入れば空気は澄みぬ

雲なき空風吹かぬ昼落葉積み昭和のにおい林の小径

春菊のひと束を手に値を見れば買い占めたくなるびっくり安値

七十七歳の一年
廣野恵子☆
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ふじ た なつ み

グミ・ラムネ・ポッキー・ガムを袋詰めす「いたずらするぞ」と来る児を思い

下草のわずかつきいる栗の実を不作の今年も届けくれたり

草を引くわたしが私であることを歓びおりぬ歌ひとつ湧く

糠漬けの西瓜の皮の旨きこと航海長き亡父も言いにき

半夏水に田は沈みおり青々と株張る稲の水底にあり

胸音の静まりおらず若からぬわれの決意をメールに打てば

けもの道頂上までのひと筋を笹藪の中踏みしめて行く

自足とは程遠きものと知りつつも百姓なるを言いつつ暮らす

真青なる空を映せる早苗田に挿し苗する夫動画の中に

膝を曲げ腰を落としたそのままに挿し苗なせば筋肉体操

山鳩も鶯も鳴きクツクツと茹で上がりおり羽釜の筍

腐葉土のふわりひび割れその下に筍そろりと土をもたげる

笹舟の睡蓮鉢にひとつ浮く孫等の去りし庭は静まる

蝶を追い花を摘みいる幼児は明日は庭なきアパートに去る

針の穴見すえて糸を通すのみ布団作れる姉の傍ら

手を添えて「くるりまるめて生まれるぞ」布団作りし母の口癖

高き枝に足を踏んばり伸ばす手のその先にある八朔の実は

海風のデコポン林に鳴り渡る摘む手を止めて息ひとつ吹く

如月の瀬戸の小島の桟橋に潮の飛沫の頬にふれたり

三人の搗き手に合わす杵取りに息あげず五十歳越す頃のわれ

せいろより蒸気のあがり餅米の甘き香りの満ちいき庭に

今ははやおおごとと思う杵搗きの十五年前をなつかしみいる

映画村新撰組の決めポーズ嬉しそうなり三人の孫

ひとつ夜具に早や寝入りたる十五歳添い寝せし頃思いつつ寝る

振り返りスピード落とす孫や子を自転車に追う天の橋立

里山に絶えて久しという笹百合の種を譲らん幾山向こう

笹山に這いつつ笹百合蒔きおれば「も少し右へ」ふもとの声は

初夏に見し七輪咲きの笹百合の莢残りいる種を抱きて

霜月に入りたる今日も夏日とて庭の紫木蓮青々繁る

新幹線を見に行く子等に手を振りて身丈伸びたるシャツを干しおり

歌ひとつ
藤田夏見☆
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ふるしま

藤袴絶えたる庭の貴船菊いはば孤高のかたちに咲けり

はぜの葉の紅葉を見むと来たる道昼鳴く蟲を聞きつつ歩む

見上げたる空に残れる昼の月くもに紛るる程のはかなさ

風くれば木木の動きて届くおと山の音きく畏れを持ちて

月齢を知らず出でたる夕ぐれの空に思はぬ満月を見る

戻りきて帽子を脱げばわくら葉の庇より落つひとひらなれど

雨やみて元の流れとなれる川しら鷺のきて影をうつせり

五三燒ヨックモックとかのとらや孫より届くわが誕生日

ため息は人知れずとぞ母いひき母より長く吾は生きをり

鶯の早く去りたる山にいまほととぎす啼く空気を切りて

違和のある躰の一部あれどまだ気づかぬふりをして過ごす日日

草原の空とぶコンドル見し事のなき吾が好むそを歌ふ曲

野の道を歩かずなりて道をしへと幼くよびし斑猫を見ず

はんめう

雨だれの音かさの雨それぞれを聞きつつ送る花の季節を

新しき病のニュース続く日日とぼしく咲けり小米ざくらは

紋白のもつれつつ舞ふあたりにて風のうごけり冬から春へ

こもれ日の下に憩へば風に揺れ日のかげ動くもの言ふごとく

枕カバーに残る白髪を拾ひつつ極まるごとし老の侘しさ

正月に集へる孫と子送りつつ見上ぐる空のうすき昼月

僅かなる動きにさへも息切れて年の暮れとふ日の早く過ぐ

雲海を見たる記憶も曖昧となりぬ阿蘇路も遠くなりたり

庭にくる猫の子にそれぞれ名をつけぬ白猫こゆき黒はぬばたま

日を決めて毎月会ふと約束をせり亡き友と夢の中にて

アイウエオと順にとなへて忘れたる人の名前を探すあはれさ

アフガンに死ににし医師を画面にて見るたび流る果てなき涙

杉の秀の天刺すごとく並び立つ見れば美し成長とふは

低く舞ふ蝶の姿を見てをりぬあるとき蝶もさびしくあらむ

この年の尉鶲きて白き紋みせてくれたりしかも二羽にて

草に鳴く蟲絶えはてて今はただ耳に鳴く蟲目に泳ぐ蟲

今はもう蜻蛉も群れぬ朝の道くさの蟲さへ絶え絶えとなる

昼の月
古嶋せい子
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まつ い みつ こ

カーテンを開くれば霧の立ち込めて視界ゼロなる雨上がりの朝

コロナウイルスに汚染されぬか

十分間の体操なれど侮れぬ身体も心も軽くなりきて

朝毎にスマホのアラーム知らせくれテレビ体操日課となりぬ

「ばあばおめでとうげんきでいてね」五歳児のをどりたる文字いく度も見る

もう七十まだ七十歳とも思ふわれ豊けく過ごさん最終章を

これよりは一日一日を大切に生きたしと思ふ古希を迎へて

デリバリーの会席膳を味はひぬたつた二人のわが誕生日

バイエルより思ひ出しつつ復習ひゆかん老いたる指と脳を活かして

昔とつた杵柄などとは程遠く思ひ通りに動かぬわが指

永年を眠りてゐたるわがピアノ調律を終へ甦りたり

暑苦しくもう限界と伸び過ぎたる髪のカットと白髪染めをせり

コロナウイルスの感染おそれ躊躇ひてゐし美容室への予約をとりぬ

「老鶯」といふ語は相応はぬ力一杯鳴き続けたる夏のうぐひす

はつきりと明るい声で「ホーホケキョ」鳴きとよむなり梅雨の晴れ間を

距離を保ち希薄になりたる繋がりの常に戻るを切に待ちをり

ふた月以上休講つづく文化サロンの友と電話で長話せり

乗客の見えぬ電車の通過せりステイホーム週間の踏切の前

透明のビニールシートに遮られものものしくなるスーパーのレジ

スーパーのセールのチラシ減りてきぬ寂しくなりたる朝の新聞

九年間を楽しみてゐしジムにけふ退会届を提出したり

健康のため通ひたるスポーツジム

外出を控へメディアに頼るのみ苑の梅林いま見頃とぞ

目に見えぬコロナウイルスを恐れゐる暗き日日にも陽射し明るむ

あれもこれも中止自粛の相次ぎて心もとなき日日過ごしゐる

人ごみを避けて手洗ひ嗽する他に術なきウイルス対策

感染者のうなぎのぼりに増えてゆき新型肺炎世界を震はす

こんなにも間近に巨大な虹見るは初めてのことハッピーになる

雨雲を押しのけ虹の現れてわづか数分で失せてゆきたり

「あつ虹」夫の声に見上ぐれば七色のアーチ空に架かれり

通勤の人らに事故の無きことを祈りつつ朝の家事を為しをり

家居の日日
松居光子
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まつもとひで お

うろこ雲まだらに浮かぶ公園を暑き風吹く九月末はも

と

わら

帰りにはベンチに本読む人消えぬ冬のけやきの影広がりて

公園の木陰に男女の向ひあひ身じろぎもせずパソコンを見る

抜殻のメタセコイアに十数個みんみん蝉の高らかに鳴く

中学に木皿削りし彫刻刀五本すべてに名前の貼らる

米中の行方は如何にこの星を五千年後見るネオワイズ彗星

麗人のむらさきの花しづまれり夕べ散りゆく紫紺野牡丹

「大迫！」の風に消えゆく沿道はランナーまばらな東京マラソン

「特急のひたちは予約がいるんです」スーツケース曳き笑みて行きしに

明らかに甘さが違ふ初生りの我が家のきうり孫らは遠き

くるくると螺旋を連ねばねのごと風を去なせり胡瓜の蔓は

い

手を伸ばし救ひを乞ふごとやはらかき胡瓜の蔓は虚空を探る

人生の「再放送」のあらばやな父母となれにし彼の日かのとき

空きを尋め結婚記念日祝はむとえごのき咲ふ「木曽路」へ向かふ

す

子らを待つ校庭の端にくれなゐのつつじの一群盛りを過ぎぬ

躑躅褪せ石楠花の叢にほひ立ち「ステイホーム」のしづかに続く

人気なき釣堀の水より首もたげ鵜はうぐぐつと鮒呑みこめり

マスクつけ買ひし刺し身に缶ビール息子ら来られぬ喜寿の夕暮れ

ことわざのカルタ取りにて読む兄は素知らぬふりし妹に譲りぬ

姉を追ひ三つの弟の百段をのぼりきりたる犬吠埼灯台

いとこらの絵本のぞきつ幼子は目を輝かせ這ひ歩きたり

眠りゐる赤子を見つつ父親は墨のびやかに「優大」と書す

四月には未来を担ふ乙女らの声に溢れむ清泉女子大の坂

合歓の木の花火のやうに高く咲く日の待ち遠し青き冬空

婚約時記者むらがりし正田邸跡地に生ふるプリンセスミチコ

「原」を過ぎ車窓に広がる富士山の噴火の穴の深さ増し行く

久能山いちごハウスの立ち並び海の彼方の御前崎淡し

黎明を破る光の射し来り雪をまとへる富士赤く染む

隣より烏賊焼く香りただよひてベランダの小きシクラメン赤し

御即位の祭典見つつさんま食むこのテーブルに平和のかをり

しづかなる季
松本英夫
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みさお

美容師は「前を見てて」にきらいな顔まぶた閉じたりまた開いたり

華やかなソプラノよりは語らいにアルトのほうが気持ち落ち着く

食べるより仏前にさす葉の落ちたざくろの三つ四つの実を

朝の駐車場には夏うぐいす急ぎの用に立ち去りがたし

宵からの香り立ち出す月下香花コーナーに姿は地味な

買物中カートの触れた男性へ「ぶすでごめん」に言葉返らず

お茶漬けにつけ物好きの母だった「朝がおいしい」消えない言葉

月下香思いもかけず産直に数本を手にきょうのいい事

なぐさめや世辞のひとつも出てこない歌友のつきあい三年目なる

茹でかげん「つるむらさき」の程良きを逃がしてならずその場動かず

火曜ごと産直野菜もち来たる気がねのいらぬただひとりの人

通帳へ目礼をなす払い出しどこへも寄らず行きも帰りも

〈どっこいしょ〉くつろげそうな居酒屋の名赤信号に看板みつむ

初もののひらめのさしみ一パックわが口よりも妹の前

真夜中に水を飲まんとスイッチをその瞬間に尻もちをつく

自販機のジュースラーメンハムちくわ買わぬこだわり三十五年

あお向けになったごきぶり自力ではおき上がれずに手足をもがく

充分な車間距離とりシルバーマーク割り込み行為めずらしくなき

切り花のさくら売れゆき好調を令和二年の自宅の花見

オリーブのバージンオイルかつてなき白濁せずに令和二年は

整った顔立ちを見ず猪熊の「顔」作品に仲間入りです

持ち帰りまで待てないわあつあつの「紅はるか」芋車の中で

気に入った器に再び会えぬだろ工芸展へ二度目出かける

スマホ無くカーナビ付けずわき見せずひたすら前を目的地まで

聞かせたいその奥さんに「どこよりもうちのカレーが一番うまい」

週に二度妹の来る気持ちよくコインランドリー立ち寄りくれる

「ストレートの言の葉だな」すみませんフォークやカーブ身につかぬまま

柿の実の種のまわりは食べどころ種なし柿の特売買わず

葉ぼたんのちぢんでる株えらびおる母の言の葉いろあせぬまま

サロンパス日に十枚の使用量なくなる頃にくれる妹

消えない言葉
矢野

操☆

の
や
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よこ た はる み

両陛下粛々として内外に皇統示す清しき御姿

庭に咲くバラの蕾がポツポツと短かい秋の夕陽を受けて

逝きて今十七回忌にならんとす夫を思うちぢに乱れて

自らが選べぬ「生」を子は背負う「子のため生きる」とかつてわれ言う

一時の快楽がありて長き日を苦しむ人生夫は過ごせり

今日生きて明日を願いて祈る時仰ぐ夜空は満天の星

友は今星となり巡る夏空をキャンピングカーに乗りているかと

世が世なら家老となりて掌るに淡淡と生きし君の美し

つかさど

「有り難う」明るく答えてお茶を出すわが眼の霞が今日も広がる

左手が微かに動くのみの身で毎月母に経費を渡す子

枝豆の緑頬張り吾子の言う微笑み浮かべて「今日は休みだ」

日本一美しい山にその足で登った誇りが孫を包みぬ

小六で父に連れられ富士山へ石コロだらけの山道登りき

富士山の写真を贈られじっと見る孫の瞳が潤んで光る

端午の日飾るを忘れて朝早く五月人形床の間に置く

コロナ禍を知らぬか空は青々と下は葉桜若葉が繁る

毎日マスクとガーゼを夜洗い雫の音を聞きつつ眠る

病み上がりの息子にマスクを掛けたれば「母様あるの？」涙声する

オムツつけベッドに横たわりいる息子に梅干混ぜつつ粥を食べさす

車椅子にふらふらの者をそっと乗せゆっくり走る介護タクシー

点滴と絶食で寝る子の姿十日も経ちて瞳が虚ろ

曇り日に入院荷物を手に持ちて親子二人でホームに佇む

在宅の仕事をこなす子の声が常と変わらず響く部屋の中

次男の背広くて温かわが手から涙の滴がこぼれ落ち来る

休み日にふらりと訪ねて部屋に入る次男の足は素足のままで

四肢マヒのわが身を思う母を見る息子は黙して一年余り

新しき令和の元号初めての鼠の干支で元旦迎える

「おばあちゃまよいものばかりといえないよ」横眼で笑う孫の背高い

デパートで小物買いつつ孫と居るクリスマス近き冬の一時

世界から祝賀にこられ一時を夢の中にて祝う人々

有難う
横田晴美☆
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よしむらまさ こ

娘来て昼食つくり共に食べ夕食作り帰りてゆけり

明日の夜は十五夜といひ持ちくるる友のすすきは一米越す

飛びてゆく羽音聞こゆるほど低く烏が西へわが空のうへ

今朝の空テレビの音が聞こえぬほど自衛隊機が低く飛びゆく

庭隅の草生に見ゆるクリームの色のかたまりあら彼岸花

朝より音たてて降る強き雨真すぐに斜めにわが窓走る

あらららら雀に置きたる仏飯に烏が来たり急降下して

窓際の鉢に雀ら米つぶが欲しいと今朝も早く来てをり

家前の道を通りて行く子らに声をかければ挨拶返る

車庫の屋根つよき雨あし粒となり三十センチ程ジャンプしてをり

焼き鳥と胡瓜と浅蜊の混ぜご飯ともより届き夕食早くす

公園で子等に追はるる紋白蝶のがれて来たりわが庭うちに

家前の東の空に朱の色のフラワームーンに兎がはねる

鳩すずめ飛びゆく後にわれつきて行きたし外出禁止の日ごろ

散歩道に友摘みくれたる菜の花を両の手に乗せ先づは帰らう

道を行く友が手を振りくるる見てわれ窓開けて両の手を振る

チューリップ赤白黄色と歌の順に並べて植ゑればその通り咲く

カラオケもほがらかサロンも中止とふ回覧つくるコロナウイルス

朝と夜ほとけの前で手を合はせ今日は短歌の投稿をいふ

自衛隊基地より飛行機低く飛びわが窓ガラス音たてて過ぐ

庭に来る椋と鵯との違ひ言ひ夫が図鑑持ちきて開く

この年も芸能大会の数揃へに出でて歌へり瀬戸の花嫁

裏戸あけ出合ひ頭の猫とわれ互ひのまなこ全開となる

木星と三日月並ぶを夫言ひ庭に出て見る南西の空

この夕べ高知の友のさつまいも芋粥とせむ夫の好物

二人揃ひあの頃何度も出かけたね尾瀬の画面を夫と見をり

ごみ出しに会へる隣りが早朝の濃霧を言へり身振り手振りで

わが空を鯨の親子の雲がゆく動くともなく尾につかまりて

テレヴィでは晴れといふ空ほそき雨降りきて干し物急ぎとりこむ

常に来る椋鳥なかまを連れて来て今日三羽をりわがまく餌に

日にち楽し
吉村昌子

冬雷二〇二〇

作品年鑑

自選合同歌集 30 首
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い し わたり し ず お

外出の予定無き日も楽しかり家事を済ませば自分の時間

掃除機を掛けて見つかる紙一枚身辺整理をせよの暗示か

新しきことに挑戦する勇気湧いて新規の講座に見入る

我が郷土何も無いとは言うまいぞ広き平野に紫峰の筑波

朝取りの胡瓜三本糠床へ夕方を待つ楽しみひとつ

銘柄の違う五本の缶ビール娘がくれて早速冷やす

広報で吾の句見たと店主言う祖母は詩人の老舗の酒屋

崖の上のポニョならぬ山羊保護されるテレビは競い映像流す

奥州の山の囲める二本松安達太良山は雲に覆わる

梅雨あけて湿気の多い午後なれど青空出でて何より嬉し

期待した梅雨の晴れ間にガーガーと掃除機かける容赦しないで

午前四時すっきり起きる月曜日三密避けてウォーキングへと

大勢の読経のように蛙鳴く釣られて我も今日を反省

真夜中に雨音で起き外を見る見えない力が我を縛れり

激励の花火の音は鳴り響く医療従事者に我も祈らむ

定まらぬ針先進めてマスク縫うアベノマスクのまだ来ぬ五月

物置の整理で今日も暮れてゆく過去をばっさり斬れたらいいね

外出の自粛協力呼びかける防災無線の棒読みの声

思い切り捨てればすっきりするだろうそれが出来ずに書類に見入る

図書館も道場も閉ざされ家籠りこれもチャンスと物置整理

分解に手間どる電動ベッド見て我等は絶対買わぬと決める

パソコンは言うこと聞かぬと怒ってる手順辿れば我のミスなり

きらきらと水面は春を告げながら坂東太郎ひがしへ流る

利根川の流れを見下ろす布川城欅の巨木丘に聳える

ウイルスの感染恐れ外出を自粛決めたる振替休日

休日の静寂なぜか不気味なり新型コロナ感染騒ぎ

赤レンガの塀に待ちたる役員は保存の経緯を熱く語りぬ

帰省せず働く我が子案じつつ青き門松ゆっくり外す

角栄を真似る木久扇間を取りて抑揚つけて観客魅了

暖房に頼らぬ夫婦厚着して炊事掃除と体動かす

我が郷土
石 渡 静夫☆
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山裾の落葉乱るる荒れ池に時をり泳ぐ鯉は背をみす

法要の経を読みつぐ口紅の赤き尼僧にわが落ち着かず

礼参りに唱ふる経を足萎えの媼は車の中にゐて聞く

池の鯉に茎ちぎられて蓮の花水面に浮きつつ風情保ちぬ

修行にて慣れたるさまに長の子はわれの着物を瞬時に畳む

海ぞひの曇りの多き日太陽は光放たぬごとく沈みぬ

塗装せる職人足場を往来すしづけきさまは地下足袋のゆゑ

コロナ禍に閉ぢたる店の前に立つポスト塗りかへられて際立つ

猛暑日にも勢ひ伸びる若竹はわが目溢れの筍にして

輸入品と聞きて地蔵の簡潔な衣の彫りに思はず見惚る

離れたる人の多きに集落のまばらの田畑を月照らしゆく

硝子戸を白くにごらす霧晴れて一気に集落をつらぬく朝日

支へられまばらにひらく桜花嫁ぎ来し遠き日を懐かしむ

退院の母を散歩に見守れば流れにのりゆく花びらを追ふ

桜の花の下にシートを敷く人ら側に車椅子の数台のあり

僅かなる事にて険しき顔となる夫は禁煙十日目と言ふ

幼き日子らの飼ひたる銭亀は苔を背に負ひ池の端にゐる

雪警報あれば終日境内に融雪パイプの水を吹く音

温かき日の続けどもにはかなる吹雪森よりわきいづるごと

卒塔婆を書くとき夫は夜の居間に墨の香匂はせ僧の顔となる

囲ひ木の奥に潜める色鯉が温き日和に出できて泳ぐ

差し当り御堂の花上げなし終へど行事の身めぐりわが落ち着かぬ

はばからず声を上げれど長引かぬ夫婦喧嘩の様にはなれず

仏冷えとふ夫の言葉のいみじくも三十三間堂の静けさに震ふ

母病みて不在の家の傍らの節季市は尚も賑はふ

チンコロ

わがくしやみに逃げゆく猫が裏庭の氷に足をとられ腹這ふ

宿根木の多き墓群に薄日させばいにしへの世の景色思ふも

わが窓に見えて境内の落葉掃く夫と長の子の安けきかたち

独り居の財成す媼の逝きたれど納棺式に銅貨入れらる

亡き父の斎の席にて酌をする郷里訛の人に親しむ

宿根木
井上槇子
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お じまとも よ

日本人の気高さと評されし緒方貞子氏を誇りに思う

より深く心に寄り添う一助にと『一房のぶどう』に学びし日あり

原点の『二十四の瞳』再度読み子らと過ごしし日々なつかしむ

複雑な思いで見送り七日後に確かめあいぬ共に元気を

炎天下家には入らずお庭でとパラソルの下食事をしたり

「わたしたち保菌しているかも知れない」と手を伸ばしつつ近づかないでと

送り盆過ぎて三日後娘らはフェイスシールド着けての墓参

「どうしてもお墓にだけは参りたい」渋谷区に住む娘の電話

今日は母を囲みていとこらと歌う同窓の歌「久遠の響き」を

晩年の母は静かにほほえみて「難しい話はもう駄目」と言う

大切な先祖を思う行事さえ奪うコロナ禍よ子らは帰れず

わが母は折にふれては語りたり「お義父さんには助けられた」と

はるかなりわが赴任地の校門に祖父の姿を見つけしことも

戦にて指数本を失いしが祖父の残せし文字美しく

幼き日「走る」の読みを聞きし時祖父は笑顔で走るポーズを

合唱の厳禁となるこの頃は午後のひとときピアノに向かう

送られたる水色のシャツカーデガン似合っています若く見えます

いつもなら子らが集いて祝う会夫の傘寿は二人きりなり

栗の芽と柿の芽吹きにそっと触れ初めてに知る硬さの違い

二ヶ月の巣ごもりの日々庭ながめ観察もどき芽吹きの様を

わが父の生き様などを語りしがそを知る者は少なくなりぬ

父の詠む戦友偲ぶ熱き短歌法要の席にわれ披露する

ラテン語で「毒」の意味だとウイルスは試しているか人の奢りを

「幾億年古い世より私はあるらしい」そんな気がする満月の夜は

ウイルスの拡がりゆく報道に「正しく怖れる」難しさ知る

歌うほど神秘の世界へ誘いこむ「天空歌」という合唱曲は

「努力したんだね」
「ホルンのうしろだったね」メールの文字がぼやけて見える

緩急を大きくつけて笑顔でと指揮者の迫力まさに船頭

七ヶ月の練習重ね「第九」歌う師走十五日演奏会なり

孫からの「合格通知届いたよ」体ふわふわ短歌が生まれる

一房のぶどう
小嶋知葉☆
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だ わられい こ

おいしいと同時に思ふ幸福感友に賜る老舗の料理に

入院し姉住まぬ家を十号は瓦三枚剥がして行けり

夜を通し台風の位置示す画面ホテルで見つつ書の稽古をす

水を飲む駅舎の椅子でストローを銜へむとしてマスクが阻む

またひとり豪雨見舞ひの電話受け穏やかな日の会食約す

蜻蛉捕るワイシャツの人の網捌き呪文のやうに「 ∞ 」描く

むげんだい

豪雨止み濠の蓮に日の射せば揺るる葉群に葉脈の透く

池の水見つむる我の足もとに青鷺寄り来佳きことのあれ

人住まぬ家の庭なるあぢさゐの毬のどれにも日のあたりをり

八月と九月の欄に書き込みぬ中止を二件延期を二つ

宗教と政治語れば友減ると友多かりし父よく言ひき

マスク着け緊急以外話すなと車内放送駅ごとに流す

「スワン舟」舳先そろへて十五隻緊急事態明日は解除か

休会の知らせに一枚添へられて山頂目指す「山笑ふ」写真

ひさびさに兄は電話に諭すごと「コロナうつるな、うつすな」と言ふ

体操の「希望の朝の」歌詞響く外出自粛十日目の朝

この年はオカリナ休止と友の言ふマスク越しではうまく吹けぬと

名に惹かれ啓翁桜挿してみる咲き満ち来れば品格のあり

九年前震災の日の揺るるなか聴きゐき「中西先生万葉の会」

園服の筋肉マンは影競ひ迎への母ら話しつつ待つ

はうれんさう根を洗ふ水柔らかに蛇口の水も春の水かと

送迎バス降りたる園児四、五人が囀る如し「啓蟄」思ふ

「さうですか」不承不承ものみこみて過ぎゆく現実逃避ではなく

上の句の一字で取れるかるた札父に教はりき「むすめふさほせ」

献体を登録したる「白菊会」健康祈る賀状賜る

不携帯電話を持つと我に言ふ童謡「やぎの郵便」のごと

ルノワール「ピアノ弾く少女」の絵の前でイヤホンガイドはピアノ曲出す

等伯の「秋草」久蔵の「桜」の前動けずなりぬ智積院内

祖庸調教科書に見し納税の墨字の記録正倉院に

鹿煎餅届く距離にて目の合へど手のひら見すればつと立ち去りぬ

舫ひの「スワン舟」

もや

小田原禮子

お
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こ ばやし て い こ

自転車で坂道下る一瞬を風に縫ひ止められて棒立ち

幽かなる風のさやぎに顔を上げ狐はふいと身を返したり

藪を背に直と見詰めて来るきつね物を問ふがに姿崩さず

駒草は見頃にあらん蔵王への道辺に盛る桜桃の赤

ペガサスに乗りて銀河を巡りませ二人の旅の無かりし父母よ

七人の子らを高校終へさせて農のちちはは一世約しき

黒文字の香水壜の移り香に箪笥のころもは森を宿せる

黒文字の穏しき香り苔に似て蒸留作業の部屋に漂ふ

朝採りのアスパラガスを湯に放つ瞬きの間の濃緑の冴え

母の郷近くの宮の杜の道辿れば奥津城祖父母ら在す

花過ぎて夏を設らふ手始めは網戸を洗ひ玻璃戸を清む

自粛して帰り来ぬ子へ送りやる五目ぶかしとカラフルマスク

店のまへ行列作る県外車田舎には未だマスク有りやと

総身にびしりと黄土色を負ひ杉はこれより花粉撒くらし

眼裏の傷痍軍人の空のそで苦労の余生を時をり思ふ

ハモニカの傷痍軍人もの乞ふを大人の足の隙間より見し

夕間暮れ一番二番と星出でて父母のあはひに姉の星置く

うらうらと冬日根方へさす林やぶかうじの実隠れて一つ

電線を跨ぎて馬の背の道を行きし昭和の三八豪雪

さんぱち

エビペンを幼き頃より持つ孫へ健やかなれと祈る明け暮れ

冬晴れに濯ぎものなど干しながら雪無き冬を案じてをりぬ

老い猫にゆるりと子守されながら子猫が遊ぶ里のリビング

偶に会へば駆けくる虎模様こねこの爪は手加減の無し

底暗む水面に憩ふ鳥めがけ鈍色雲を裂きて日の降る

見守りたる老女の逝くを区切りにと四期十二年の任を返せり

この川がもしも凍らば二曲り母の家へと滑りゆかまし

浜茄子の丘を越えれば白き浜いま狭まりて波荒く打つ

佐渡を望む沖合はるか色分けて信濃の川は泥運びをり

雷は川の流れをのぼるとか川辺の家は真上に響動む

水澄みて深みの底ひ緑なす白玉石の揺らぐ玉川

川辺の家
小 林 貞子
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さ とうよし こ

アメーバのやうなる雨の天気図のもとに玉葱の苗植ゑ急ぐ

ね

パワーストーンと聞きて翳せば透き通りあたかも月の世界のごとし

宝石に近き固さの瑪瑙石月の山より流れ来しもの

暗がりに浮き立つ深山当帰のはな月山の麓大井沢の森

トレー類駄菓子袋もプラゴミに豆腐はかつて小鍋に買ひき

収穫を終へて畑中見渡せば離れてみゆる丸茄子ひとつ

取り残しの茄子は赤子の頭ほど皮やはらかきを選び採り来る

庭隅の花魁草の花満ちる雨に濡れつつゆらりゆらりと

土嚢にて流れを変へよと携帯で妹に指示す前に進めず

ワイパーでは掃ききれぬ雨対向車の人も見えずにスピード落とす

朝採れの旬の野菜を育てるは苦労多かりき春の日照りに

産直の豌豆豆のひとパック短歌詠む友の名前のありぬ

茄子畑も「こまめ」を頼り畝を立てマルチ張り終へ苗を待つのみ

菜園はミニ耕運機「こまめちやん」と始動も息合ふわれとのコンビ

「蚕桑」の地名も在りし蚕どころ巨木となりて桑の木は残る

夫の操るトラクターに蘇り畑に五月晴れの風渡りゆく

百姓の先祖に田畑の荒廃をかたじけなしと夫と耕す

義姉の十八番ふすべ山葵の蓋取れば思はず声出る辛きにほひに

あ

鮮やかに連翹の花咲き盛り今日山形に感染者出る

世界中でパンデミック宣言すコロナウイルスは人類試す

雨水の今日為す事の無く日の暮れて娘へ確認のメールを入れる

カウンターに一人ラーメン啜る人叉焼一枚巻いて頬ばる

讃美歌に送られる人送る人優しき調べ窓辺に流る

白菜の芯に味噌マヨネーズつけ夫の燗酒今夜も進む

真二つに割れば黄の芯盛り上がり白菜に子の生れたる如し

数へ歌うたへば妣が甦る認知症といふあどけなき笑み

幼き日学びし仲間集へれば白髪眼鏡に童顔のこす

おかつぱの寝癖が取れず駄々をこね登校せず空を眺めし日あり

子も孫もみな各々の道にあり秋の畑に大根を引く

夕されば背中に寒さ走り来て鍋にたつぷり豚肉と白菜

丸茄子ひとつ
佐藤幸子
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す とうのり こ

雨風の災害続くこの国の空にオリオンまた戻り来ぬ

出番なきままの夏服仕舞ひをり特別な夏を言ひ訳にして

真夜中にかそけき音の過ぎゆくはかろき小さき生きものならむ

彼岸には間に合はず今年の彼岸花大陸の寒気を迎へ咲き初む

路上より飛び立つ群れに遅れたる子烏を迎へに一羽が戻る

黒雲の空を覆ひて風吹けば合図の如く蟬は静もる

干上がれる畑に水撒く農の人今日は降るかと黒雲を見る

八月の神社掃除に集ふ人マスクの下の顔火照らせて

道祖神を低く覆へる百日紅花笠となり日差し遮る

高温と日照り続きに葉の落ちて日陰乏しきこの散歩道

置物の埴輪の目より山芋の蔓の伸び来て抜くをためらふ

層を成す岩の狭間に集められ谷川の流れ激流となる

雨の中自転車を漕ぐ少年はずぶ濡れなるを誇れるごとく

すくすくと伸び茂る五月の青竹を鳴らして強き風吹き渡る

日陰れば河鹿蛙の声湧きぬ入梅近き里の谷川

非常時に人の心も尖り来る自粛警察なる言葉も生まれ

コロナ禍に息潜めゐる地上より炎の如き虹立ち上る

五月の雲悠悠湧きて空青く予測のつかぬ夏はもうすぐ

常ならぬ災厄国を覆ふ時自づと知れる人の心根

インターネットで購入したと住職は檀家すべてにマスクを配る

道端で自営の人ら話し込みただ会釈して吾は行き過ぐ

コロナ禍を知らずに母の逝きしこと幸せなりと思ふこの頃

新型ウイルス感染拡大続くなか桜は咲きて誇りて散りゆく

春の雪残る間もなく地に染みて満開の桜濡れて散り敷く

雛の膳飾り花など仕舞ひゆきお内裏様と暫し向き合ふ

爆音の降り来る空はただ青く遥か飛び去る銀の光が

山羊の墓十年前の犬の墓新たな墓もみな日だまりに

愛犬を失ひたる人と里山の日の当たる斜面に野辺送りする

蟷螂の仰向けになりて死にたるを今朝二つ見つ秋深まりて

二度三度の豪雨に洗ひ流されて川床の岩清らに青し

この空にまた
須藤紀子
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たかふじあけ み

我が県を素通りにして台風よ遙か遠くの海へ去るべし

歳のたしなみ』メッセージ添えて

70

スクラップこれは大事と溜め込みて見ることもなく処分を決める

この秋は持ちたるＣＤを聴かんとすまずは「田園」ベートーベンから

「また来るね」グータッチして孫が去る半年分の時間を埋めて

雨やみて後の外気の涼しさよミカンの葉先に雫が光る

盆休みにビデオ通話を子等として「すっぴんよ」で共に大笑いする

軽やかに身体が動く心地良さ朝日が登り夏の始まり

県の星消えた記事載る朝刊を恐れつつ読む三浦春馬さんの死

スパイスの効いた話がお気に入り寂しき最後の久米さんのラジオ

再開して会えたうれしさ隠せずにちぎり絵しつつ語り場となる

五十にてチャップリンの「スマイル」知り「ライムライト」を興味深く観る

ジャム用と書かれた前で立ち止まるピンクに染まるヨーグルト美味

平和だから花見も花火も楽しめるコロナウイルス恐ろしきこと

外出がままならずなりて気も焦り早目に買いだす夏野菜の苗

アテネでの聖火採火式見て願う無事に灯って聖火の台に

庭に出てショカツサイを花束に頬近づけてそのまま触れる

欲しい本孫達からのプレゼント『

帰宅してリモコン取りてまずテレビ人の声して室暖かし

くり返す友の話に相づちす昔の記憶に笑顔こぼれて

一本の糸をたぐりてかぎ針持ちＴＶ見ながらレース編みする

息子住む東海岸を探し見る四年毎の記事アメリカの地図

息子らと別れる前の食事会笑顔の中に涙を隠す

関西に新居を構える息子達娘が一人増える喜び

顔合わせ汗を拭きふき紹介する息子の決意想いの深さ

早朝に茶を飲みながら父思う鉄びんカタカタ囲炉裏懐かし

昨年の冬に求めたシクラメン小さき花芽と葉の深みどり

炎鵬の小さな身体土俵に飛ぶ跳ね技光り今日も白星

懸崖の七色ありて目を細む笠間の菊は今盛りなる

我が庭のユズやレモンを食材に加えて食べるは今日のよろこび

合唱のコンクールに指揮をする孫の活躍はわがビタミン剤なる

スマイル
髙藤朱美☆
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たけ だ せいいちろう

かのえ ね

五十周年記念式飾る胡蝶蘭三十九輪の整然と咲く

改良区テレワークなど叶はねば二班交代に業務を為さむ

二回目の入院終はし帰り来てトマト一玉丸かじりせり

わが命果てむ憂ひの湧く日々は妻との電話に心安んず

辞任告ぐる県会長への電話中どつと迫り来て声を詰まらす

昨夜一夜頭の芯も眠りたり辞任表明終りたる日の

妻励む畑を映す動画なりジャガイモの花咲き出さむとす

ふるさとを遠くに望む病室に蔵王は見えず月山見えず

わが病ひに完治は無しと主治医告ぐ聞きゐる頭脳他人事のやう

理事長辞めて病ひ癒せと妻迫る「すでに八十もうご苦労さん」

子も孫も旅楽しますことも無く六十三年農励み来し

一ヘクタールの田植公社に委託してわれ憂ひ断ち治療を受けむ

予期せざる事のつぎつぎ身に起こる庚子の歳われには真逆

かのえね

神事のみの祭礼なりて産土神の鈴の音ひびく間を空けながら

わが市にも感染者出たるこの日より集会中止の勢ひ増さむ

春雨に濡れて静もる産土神の森に雉鳩くぐもり鳴けり

節分に庭の福寿草はや咲きぬ雪の積らぬ一月過ぎて

昼過ぎの閑散とするスーパーのトイレットペーパー棚は空空

国よりも市からも通達相次ぎて自粛自粛は勢ひ進む

新型コロナとめど無く拡がる国々の政府に向かふ民の恐怖は

蔵王嶺を呑み込むほどの口を開け巨大な鯨のやうな雲立つ

雪降らぬ記録残して一月逝けば田植ゑの水の憂ひ膨らむ

春めけば酸つぱきものが食べたくて今朝われのみの巻き寿司作る

小銭など些少なれども寄付したり恵まれぬ子ら溢るる世界

山頂を平らに墾き火伏せの神を創建したり曽祖父の代は

逞しく八本の根の張る樫の幹単純に円形ならず

百年を過ぎたる社の境内の白樫今も繁る勢ひ

代々を栄えし家に育ちたる秀才の友燃え尽きず逝く

子らは皆農継がざれば八十のわれ桜桃止め米も縮小決む

山響の四重奏に合はせ県民歌「広き野を」歌ふ知事らとともに

庚子の歳

武田清一郎
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たていしせつ こ

新そばの淡き緑に良い香り力を込めて打ち上げ食す

」に参加自己確認す
背景と声の調子を気にしつつ「 Zoom
折々の心込めたる手作りは捨てがたきもの我を悩ます

夫妻にて訪ねくれたる置き手紙散歩のついでと気遣いありぬ

書道展開催延ばし作品集先に届きてじっくり眺む

回覧も顔を合わせずそっと置き玄関過ぎて電話するなり

コロナ禍の後の世界を語る者心の底の闇には触れず

学生の反応見えずオンライン授業準備に苦悩の息子

原爆の一週間後咲いた花真っ赤なカンナが今年もひらく

うっかりと幼稚園児とハイタッチコロナ禍の中これも禁止か

義姉の骨息子と共に拾いたり甥姪の世代集まる中に

電車降り滝にも似たる帰路の雨親しき義姉の骨を拾いて

ありがとう聞こえたような口元に支えられつつ十三年経つ

病室で書きたる亡夫の短歌と絵改めて見る勇気湧き出で

夫逝きて十三年経ち初めての遺品整理に涙の落ちぬ

生きるのは大変なことと義姉は言う受話器の中のしわがれた声

カタクリも桜も過ぎたる昼下り片倉城址に靴を響かす

満開のさくらの版画舞い込みて福島の友如何にと想う

二階にて厠の窓に迫りくる隣家のさくら黒瓦背に

歯科医へも傘寿迎えて感謝状全歯そろいて食す幸せ

すぐ横の家壊さるる地響きに雨戸閉め切り心震わす

電話にて朗らかな声聞きたるも寄り添い難き義姉の苦しみ

漸くに書き上げし書を送り終え残るあまたの書を眺め居る

年越して一本ポツンと咲くゆりは寒さに耐えてひと月白し

異常にも暖かき冬の恵み受け年を越したる百合の蕾は

もっと居て友の縋る目振り切りて心重たし帰宅の道は

四ヶ月癌の疑い身に纏いあれやこれやの終活想う

肺癌の疑い晴れてしみじみと健やかなるを神に感謝す

花のない庭に咲きたる白百合に若き庭師は紫竹で支う

続け来し新蕎麦打ちも今年限り仲間みな後期高齢者にて

いのちを想う
立石節子☆
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たに だ りつ こ

バケツ持ち鎌に草刈る己が影の肩をいからせたくましく見ゆ

友の家に酔芙蓉の花切りて貰いしばらく振りの立話長し

顔のシミ生きた勲章などといえど鏡見るたび気のふさぎ行く

初孫に着せるノシメの赤色によろこび模様心にしみる

バラの葉に数多あきたる穴の数虫退治せよと我に告げるか

烏四羽ツバメの雛をねらい居て石を持つわれたびたび叫ぶ

一羽だけ巣立ちの遅きツバメの子烏が狙い番する私

稲荷様に心の荷物あずけつつ通う毎日おだやかに過ぐ

鳥たちも嬉しい哀しい愛されたいそんな心があるのだろうか

強風にスズメあおられ梅の木に止まれず飛ばされ何度も挑む

啄木の歌の如くに手を見つむ白魚の指いずこへ行きぬ

いずれ又張り替えねばと思いつつ障子に桜の模様を貼りぬ

早朝にドア閉める音ひびかせて誰に遠慮もいらない暮らし

蜂蜜をなめて静かに読書するたった一人のコーヒータイム

飼猫ら畑仕事の終るのを待ちて一緒に我が家に入る

手水鉢の水に花びら一つ落ち柄杓に汲んで口元に寄す

草むしり春一番にさらされて秘密の畑につるなの芽見つ

腰おろし早春の草むしる手にてんとう虫の赤ちゃん見つく

十字路のつきあたりなる稲荷様初午の旗数本ゆれる

風のなか草をむしりて枯葉掃く一人野鳥に言葉をかけて

孫の着た振袖赤く華やいで祖父の涙のとめどなく落つ

人間がこの世に残し得るただひとつ子孫の命深く尊し

過ちを犯してすぎし数十年癒ゆることなく詫びつつ生きぬ

失いし子への思いの深まりて消ゆる事なく齢重ね行く

寒空に細三日月が刃のように照りて喪中のハガキの届く

ほんの少し取り残したる熟れ柿に朝の賑わい鳥達の声

枯葉散る季節となりて忘れ草亡き友忍び苗植え付ける

横たわり過ぎ行く夜のねぐるしさ羊かぞえて千匹を越す

彼の人をひきとめるべきすべもなく二人の思い遠くなりゆく

単純なる我はすべてを開け広げ友は秘密の多く生きおり

○
谷田律子☆
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こ

び これてい

芒の穂を母の病室に飾りをり初冬を知らす兄の計らひ

角ある鹿と角無き鹿と

今日は雨の降る日と思ひ持ちきたる広げぬ傘を右手左手

面会はたつた五分を許されるビニール越しの母の手握れず

火をつけてタバコを墓前にそつと置く亡き人偲び夫も一服

古稀の夫油まみれに働きて細れる背中に数枚の湿布

病室の母機嫌よく「短歌でも詠んでみるか」と三年振りに

わが誇るもののひとつに自動車の免許もらひて五十年無傷

仏壇に手を合はす今日の始まりに恙無く平凡であれと願ひぬ

同級会の友との会話の消えぬ間に急逝の報に狼狽へるばかり

コロナ禍に籠る窓辺に母と吾やはき真綿に包まるるごと

「岩手だけ感染者が無い県だよ」と九十六の母正しい情報

握りこぶしの力を抜きて開くごと胡桃の固き芽日毎ふくらむ

早春の明けの三時の浜仕事若布刈る舟のエンジン聞こゆ

いくつかの染め手ぬぐひを縫ひあはす義母の浴衣の袖は米穀屋

飾らない相田みつをの名言は無理に背伸びせず素直に響く

面倒と思ふことから先に決め確定申告済ませて憩ふ

盛岡の南部片富士白無垢の打掛けまとふ花嫁のやう

俗に云ふ別腹を持つ母のあり快復力は食欲ならむ

流れ来る「ひこうき雲」の曲聞きてたちまち彼の日の娘蘇る

母強し出来ぬ動作に挑戦す「負けてなるか」と九十六歳

自分の身傾きたるを直せぬ母生きる気力の勝りて努力す

兄からの母の様子の定期便「右手に箸持ち完食しました」

池の淵の桜は傾き苔生して凍てつくなかに花の時待つ

正月は集まり集まり十二人休む暇なし坐る隙なし

孫や子の大笑ひごゑ聞こえくるこれぞ我が家の大晦日にて

道端の枯れ細芒折れもせず初雪のせて朝日受けをり

独り居て弱き心をもて余し子を案じたり先を案じたり

罠にかかりもがきやまざる鹿二頭

畑荒らす嫌はれ物となる鹿にひとは身勝手に罠を仕掛ける

パソコンに会話してゐる障害者亡き子もかつて欲しがりてゐき

日日是体

ひ

津田美知子

ち
み
だ
つ
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なかひらせつ こ

被害地の泥にまみれし林檎悲し食するたびに目に浮かびくる

我が庭をキンモクセイの香の流れ見上げる空は晴れて風あり

秋彼岸黄泉の国にも曼珠沙華いま真盛りと妹の声

子供らと稲刈り作業楽しむや笑わぬ息子の顔ほころびぬ

ばあちゃんの好み忘れず焼酎をプレゼントさる敬老の日に

二、三日気が抜けたように部屋の中見回ししが今は心すっきり

銘仙の好きな模様の綿入れの中子に背負いし温もり今も

なか ご

子育ての思い出捨てるは勇気も要る涙流れて手に取り抱きぬ

終活を始むるわれは結婚して六十二年の思い出たどる

美容師の仲間達にも惜しまれしふみちゃんへとの絵手紙が吾に

旧姓の岡本ふみよと書かれたる物差しを残し逝きて三年

戦時下によく植えしかなカボチャの芽ぐんぐん伸びて実が二つ三つ

田植え機に慣れぬ息子の植え方は曲がり曲がりて見とれる吾は

ばあちゃんの手作りマスク可愛いと孫等喜ぶスマホを見せて

孫四人それぞれ巣立ち家静かにぎやかな声耳に残して

田水引く水路に水の音高く息子は生き生き田圃耕す

落ち葉踏み我欲を捨てる遍路道四十三日歩きし弟の俳句

三年間介護しながらの送迎をありがとうねにしんみりとする

末孫の卒業式は皆マスク顔の分からずコロナ対策

還暦の息子の走るマラソンは雨に降られて記録の伸びず

春が来た花瓶の中で妹の好きな水仙香りほのぼの

函を出してより添う雛のほほ笑みが有った気のする昔の吾に

おばあちゃんゆっくり話せずご免ねと菓子折り添えて手紙の届く

今年も又父と娘で走り込む準備体操も仲良くし居り

夫の介護に旅行外出ままならず身近な歌のわれには多し

冬耕の田んぼはゆっくり休ませてもう田おこしの時が近づく

息子も孫も子年の生まれチョロチョロと小まめに動く似た者同士

夫の介護二十五年を振り返る花ならば咲いたり又しぼんだり

ばあちゃんの宝は孫です「末ながく優しくしてね」と彼に頼みぬ

おばあちゃん私の選んだ彼を見てと我が家に来たる眼差し優し

絆
中平節子☆
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にしむらくに こ

フェルメール薬缶の蓋の絵の少女の瞳が朝に夕に見つめる

足早く時が過ぎゆく七十代再び始めるピアノレッスン

演奏の場もない女孫に届けたるバースデイカードはホルンの絵柄

百日草百日過ぎても咲き続く花の名覚えし祖母とかがみて

夕暮れの風がブラウス膨らまし汗ばむ躰を通りぬけゆく

雨上がりの六甲連山霧立ちぬ空気が変はりて季節が動く

自転車の男孫が角を曲がるまで後ろ姿を見守りてゐる

夏空に乱れ咲く花無造作にガラスに盛れば潤ひたちぬ

真白なる花の木槿の祇園守り古稀に植ゑしがわが背を越しぬ

真つ直ぐに見据ゑる先に夢つなぐ中三女孫の眼指しけなげ

入部して励み続けたる吹奏楽演奏の場もなく女孫引退す

弟と遊びし堤はため池の水が抜かれて赤肌の釜

わが膝で読み聞かせたりし「はらぺこあおむし」男孫は育てる小さなあをむし

雨続くいつもの道は靄の中薄墨色の静寂を歩く

散り初むる薔薇には重き雨なれどあぢさゐ濡れて彩り鮮やか

遠き日の生家の垣根に咲きし木瓜瞼に残る朱の色褪せず

初めての合同歌集を手にとりて表紙絵に咲くはまゆふ撫でつ

和箪笥の母の着物の一枚に鋏を入れるを写真に話す

この春に増便されたる路線バス窓に影なく定刻走る

三月はしばらく我慢と思へしが四月に入りて見えざるこの先

もの言はぬ母に寄り添ひ手を重ね夜桜の道家路に続く

見られぬまま開催終はるゴッホ展次は何処の国へと行くのか

山里の父はは眠る坂の上いつもの風が迎へくれたり

バスを降りマスク外してポケットに深呼吸す駅からの道

封を切る父の手元がおぼろげに記憶に残るペーパーナイフ

手に馴染むいぶし色のペーパーナイフ校章入りたる父のものなり

玄関の三つの帽子を選ぶ時夫は吾に聞くことのあり

子や孫の日常忙しく始動する夫とわれの時はゆつくり

定番の節料理にて子らを待つもうしばらくは頑張れさうと

実生なる万両あまた紅が色なき庭に灯をともす

カノン
西村邦子
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こ

カレンダーに大き赤丸付けて待つ渋の抜かるる柿の食べごろ

深山より採り来し舞茸賜びたる夜厨に山の匂ひ満ち満つ

この丘に姫小百合咲く頃ほひをもう一度訪はむとわれに誓ひぬ

焼締めの備前の皿に長男は手打ちなしたる蕎麦を振る舞ふ

秋明菊の真白き花に糸薄添へて今宵の満月を待つ

最上川下流の人等いかにせむ吾が町逸れても胸の傷みぬ

この土地に移り住み来て四十年自然災害に遇はず過ぎしよ

コロナウイルスの収束未だ適はずに子にも孫にも会はず耐へなむ

白内障の手術終へたる翌日の朝いち早く鏡に対ふ

夕つ時チャイムが鳴れば遠く住む三人の子らを想ふたまゆら

暖かき日差しに莟ふくらみて夏蝋梅の咲く日の近し

たはむれに笊蕎麦賭けて夫と待つ夏蝋梅の開花予想日

ローズマリー庭より摘みてハーブティー少し早目の夫との三時

コロナウイルスに帰省ならざる三人の子らに荷造る山菜あまた

麦藁帽子に木苺摘みて山仕事終へて帰り来る父を待ちにき

ほつこりと山芍薬の花ひとつ咲きたる鉢を卓上に愛づ

静岡の新茶にみかん年々に贈りくれたる友にてありき

朝な夕な富士を眺めて暮してます常言ひゐたる友の身罷る

簪のごとき房花さらさらと掬ふ両手に還る遠き日

馬酔木の花散り敷く庭に屈まりて幼なのごとく花殻掬ふ

大方は果樹農家の人ならむ雪なき冬のリスクを語る

しんしんと凍てる夕べの冬の月冴え渡る空しばし仰げり

舌かろく噛みて堪へる咳ひとつ会議の部屋の静もる席に

こら

雪降らぬ冬を惑ふか自然界一月尽をふきのたう萌ゆ

雪祭り雪なき会場賑々と軒を連ねて出店が並ぶ

橅の実の不作とあらばこの冬を如何に越すらむ山の獣ら

常ならば豪雪注意報出る時節雪なき冬の心締まらず

雪国に生れ育ちて八十年初に迎へむ雪のなき正月

夫が収穫の野菜とりどり玄関に並べ展ぐる朝市のごと

見はるかす蔵王の山は夕つ日にうす紫に染まるたまゆら

雪のなき正月
早坂冨美子

み
はやさか ふ
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ふじ た えいすけ

病室のベッドに一人坐る父見る竹林を揺らす木枯し

入院の両親見舞う自動車の窓は夕立の名残りをとどむ

母の病室前を一日幾たびも父が通ると看護師の言う

重機にて砕きもがるる住宅は一振りごとに形変え行く

寄り添いてじっと見つめる夫婦おり六十年住む我が家の解体

玄関のマットに一つしみとして落ち葉に見える蟬の亡骸

舗装路に湯気の立つほど陽が射して自動車のみが行き交う真昼

腹を見せ寝息をたてるわが犬は雷雨ののちの安寧のさま

病室の母のベッドに冬雷誌八月号に栞はさまる

眼と耳の機能落ちたる父の乗る病棟廊下に車椅子ひとつ

鋲握り遅れ届いたマスク持ち国旗のごとく壁に貼る吾は

卓上のカレンダーその六月は母入院で余白ばかりに

餌付けするは野鳥に善きかと自問して引っ掻き傷の内に止めたり

充電が必要ですと点滅すスマホは誰の目にも解りぬ

親鳥は餌を咥えて巣を見つむ雛らの開くオレンジの口

コロナ禍で面会できない日が続き電話のなかに安心探す

一枚のマスクを双の耳にかけくぐもりて見る三角の山

デパートのエレベーターの操作のように火葬の扉のボタンに触れる

うららかな春の日われがうまれし日コロナ特別措置法が成る

霜の朝バケツの水は氷となりぬ鉄の身なれど冷たかろうに

バシャバシャと土掘る音が高くなり旧正月は雨になりたり

零下二度夜が明けきらぬ玄関にごろんと二本大根有りて

朝四時にエンジンの音ドアの音タタタカタンと新聞が来た

「ひらがなのように暮らして春の風」父の俳句が机の上に

作業着のズボンの裾のそこここに草木と土が染みとして在る

学校の朝礼に似て畑では白き肩見せ居並ぶ大根

車椅子に乗る父の背を押す風になりたいという母と並びて

又来るヨ元気で居てネおやすみとテールランプは闇に溶けゆく

学校でトランペットを習う子は身を乗り出してＮ響を聴く

病室の窓から見ゆる竹林はしなやかに立ち風かわしおり

見舞う
藤田英輔☆
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こ

屋根を剥ぐ鋭き音が大気裂き隣家は今解体進む

新米は直ぐに入荷と二キロだけ勧めくれたり店のあるじは

何がなしあつけらかんと物悲し空碧く澄む台風のあと

台風の八、九、十号間を置かず同じコースを辿りて激し

半島を北上中の台風のもたらす熱気列島覆ふ

豪雨去り気温上がれば吸血鬼どつと繰り出す痒き夏なり

死者はなく浸水七百棟残し速き流れは海へ去りたり

アラートの緊急避難を免れき最上河口に近き吾が家は

激しき雨一日続きて最上川溢るるアラート鳴り響く夕べ

細長き蕾ほぐれて捩れつつ朝顔開く瑠璃色深く

さくらんぼ今朝届いたよありがたう電話に孫の声弾みをり

夏野菜に脂身加へ鯨汁戦後の暮らし忍ばむと炊く

ゆつたりと海へと注ぐ最上川牛蛙鳴く湿原ありき

夫逝き後を受け継ぎ十年余最上川辺に借りし畑よ

湧くごとく白き躑躅の溢れ咲く庭に夕闇浄土かくやと

万緑の山路を越ゆるバスに見る迸りつつゆく渓流を

雪抱く鳥海山の稜線はゆるやかに海に入る今朝の晴

創業は寛政と聞く菓子舗なり後継者なく閉店となる

セールスの耳あたりよきこの電話春風と聞きいなしてしまふ

ガサ海老の磯の香しるき味噌汁よ海にも春は広ごりてゐむ

正体も対処法さへ知れぬ故怯え深まるコロナウイルスは

人智超えコロナウイルス感染の広ごるニュース日に日に激し

やがて来るわが家の終焉思ふなりなすべき数多わが肩にあり

父と母夫を送り子ら巣立つ半世紀住み古りしわが家よ

わが町の四百戸超ゆる分譲は都市計画の一環なりき

需要ゆゑ整地なされて水田の宅地となるは五十五年前

業者去り更地のすべて隣り合ふ保育園へと売られしときく

建てるには半年かかる一軒家二週間経て更地に還る

どーんどんと地響き腹に伝ひ来て日がな一日槌音高し

隣家は築後わづかに二十年老夫婦逝き解体となる

コロナの年に
本間志津子
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ますさかより こ

紅葉と季節外れの皐月咲く陽のあたたかき天草の山

け

え

ぼ

し

八方ヶ岳に彼岸来たれば立つといふ絹傘茸は踊る如くに

二時間の野球中継聞き流す夜の長きに栗を剥きつつ

雨止みて日の差す庭に影ゆるる矢筈薄の尾花の光り

友よりの食パンとピザ手作りの麹のかをりソースのかをり

店頭にパン、カップ麺品切れと札の立ちをり颱風の前

栗畑に入るのも先づは電柵を越ゆることから始まる為事

オートマの車に替へる決心に抵抗のなし足を挫きて

久久の清水山に登りたり笑顔も久し展望台に

川下り楽しみし日の思ひ出づ豪雨を映す人吉の街

夏至のそら運を委ねて仰ぎをり部分日蝕始まる頃に

庭に咲く白きアナベル梅雨に映え指して微笑むヤクルトレディ

訪ひ来たる友との会話一時間坐り込みたり上がり框に

足挫き献立さへも浮かばぬ日友の差入れ鰯の開き

平治岳の深山霧島盛りなり登山者集ふ自粛の解けて

剪定はひと日に二本と決める庭急ぐ事なき自粛の五月

母の日のけふ届きたるマヌカハニー免疫力をつけよと言ひて

夏山の予定の立たぬ苛立ちを山は逃げぬと夫の言へり

胃癌後の二十七年過ごし来て今は新型コロナに怯ゆ

印刷の肥後六花咲く和タオルを型紙に裁ちマスクにしたり

公園に未だ咲かざる父子桜その色想ひ日ごとながむる

思ひがけず国見岳は雪景色凍てつく岩場の前に佇む

電話機に録音機能つけよとふ娘の勧めを聞き流しをり

イベントの相次ぐ中止にカレンダーの赤文字増ゆる二人の予定

埴生の保護行き届く仰烏帽子山明るさ増せり福寿草の群

の

雪深き山頂めざす今まさに強くなりゆく心に気付く

王ヶ頭ホテルのあした薄薄と縦の虹見ゆ幸せの色

社会人二年目となる孫のいま溜息まじりの笑顔を見せつ

開きたる庭の紅薔薇春よりも小ぶりな花に冬の陽やさし

最後なる同窓会に笑ひあふスマホの動画けふも見てをり

紅薔薇
益坂順子
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まつざき

晴天に小菊のゆるる庭の隅赤とんぼ追ふ猫の手うごく

風に萩のさらさらと鳴る道ゆけば肩の張りなど消える気がする

墓石に百歳ときざむ四十九日の義母の墓参り白ユリ供ふ

岩手でもコロナ感染者出てしまひ一斉に予防強化徹底となる

鮪獲れて沖より戻る威勢良き船乗りの顔夏真盛り

もう一度小さき弟おんぶして裏山のぼり海を見せたし

瓶の中に檸檬の沈む夏があり氷砂糖が月夜に溶ける

駅に住む猫に微笑む人も居て改札口を風吹き抜ける

アヲサギの姿水面に写りゐて川のほとりは暖かに見ゆ

岸壁に舫ひ船揺れ春暮るる空はわれ着しワンピース色

港には停泊の船揺らぎつつ波につられて船影うごく

干し鮑母の膨れた手の伸びて滋養がつくと児を抱くわれに

マスク付け君子蘭の葉拭いてをりまめやか除菌を花も知りゐむ

砂浜にビードロ拾ひ並べをり三つ編みの髪ゆらしもせずに

広場には噴水が散りいくつもの夏の破片を光らせてゐた

海越えてフランスの旅バスに行く水鳥飛び立つロール川見ゆ

街中は謝肉祭近く国旗なびく歌ひたくなるコートダジュール

風強く祈りの歴史壁を打つ修道院の灯りにふれる

島ひとつ幻想的なモン・サンミッシェルの地でわれは靴を拭く

夜になりエッフェル塔が遠く見ゆ旅の祝福のイルミネーション

セーヌ川の道沿ひ歩くパリジェンヌ赤のストールが曇りにも映ゆ

実物のモナリザの絵に感激す現実なのかこのルーブルは

干し柿の形ととのへ丁寧に老いたる叔母に渡されるわれ

何年も我慢して働き疲れたと母の位牌を前にして言つた

初詣での古き鳥居の神社には四季さくら咲く暖冬の朝

震災で遠くへ行きし友ありて海なき街に孫抱きてをり

海原の風におされて舵を取る男は硬き拳してをり

日が沈む港に居りてイカ釣りの父を見送る漁火の船

再会を誓ひ手をふる駐車場西日の当る盛岡の街

花巻の温泉宿の散歩道濁り川流れすすき群れ立つ

再会
松﨑みき子
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みずさわ

皇居に近き一丁目のビル屋上に蜜蜂飼ひゐる法人を訪ぬ

つ

四世代寄り添ふ暮らしも楽でなしＩＴ機器になじめぬわれは

入院の子の夕餉にもだんごありスマホに見れば少し癒さる

曇りなき満月の中に描きてみる良寛詠みし月の兎を

妹の庭に成りたる無花果の大好物の甘露煮貰ふ

米寿まで長く生きこし道のりの一部なりとも子や孫に語る

遺骨なき二人の兄と父母思ふ七十五回の敗戦の忌に

敵の弾やむ時の間を死体踏み越えて逃げしと声をつまらす

壕はすでに何処も使へず胎内をイメージしつつ墓に潜みき

糸満へと逃げまどふ道に砂糖黍見つけ齧りつき杖ともせりと

七十五年経てやうやく聴きぬ沖縄の戦時体験義妹の吐露す

相田みつをの書展のなかにて立ち止まる心は若くとふ「麗老」の文字

かな書道習ふかなめは関戸本さらへさらへと岡崎先生

コロナ禍中の会葬の列に署名せり体調記入の欄にも書きぬ

帰国できぬカルフォルニアの孫の誕生日電話かけたり午前四時半

思はずも大黒柱の入院に仕事の分担心の準備

暑き日を田の道歩けば心地よき青葉風吹き水面の揺れる

紅淡く岩団扇咲き池の水きらり揺らして緋鯉寄りくる

ひとつづつ名を言ひながら幾日か庭中の草取り除きたり

姫射干を髪にかざして四歳の子はわれに見せに来今日みどりの日

よ

外出のかなはぬ連休を炭熾し焼肉囲む夕べの庭に

九年たつも仮設住ひの人ありぬ心萎ゆなと祈る三月

大人たち行動起こせとグレタさん気候危機うれふスピーチを聞く

天心堂を拝みて来たる子を待つ間両腕ひろげ足湯に浸かりき（岡倉天心堂）

妙高の山並ながめ早暁の足湯につかりし温とき思ひ出

持続可能な環境の講座に学び来ぬ公民館に十人寄りて（ＳＤＧｓ）

環境保全の意識行動ままならず末を見据ゑて増やして行かな

市芸術祭の舞台に立ちて「野の仏」の独吟を終へゆるり帯解く

赤らみて枝垂るる厚葉のミセバヤの鉢を賜ひし君を偲びぬ

銀座蜜蜂プロジェクトといふ法人を立ち上げし武田氏はわが里の人

曇りなき満月
水澤タカ子
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み むらゆき お

草深く水溜りある公園に男二人で荒草刈りに

時過ぎ解体で壁を打ち抜く機械音我が家の揺らぐ地震と同じ

解体屋のスペイン人は雨のなか仕上げて去りぬ

婦人科へ予約をとりて出づる妻すだれを透し笑み浮かべ行く

青き空あき地の草刈り山積みに虫が顔をだし鳥におわれる

境界なき会話
三村幸男☆
草刈りの音のうるさく目覚めたる朝の窓には陽ざし満ちたり

墓参り盆をずらして行く今年人気少なく墓はそよ風

いずこかであぐる花火の気になりて二人の子供川辺へ走る

行こうかな止めようか迷う帰郷するために小さき荷物作りて

豊島園の流れるプール忘れ得ぬ思い傾く猛暑の日々に

塗装店はドローン飛ばし写真撮る屋根に上がらぬ確認作業

赤き実は蔵王の麓のサクランボ今年も高値佐藤錦は

コロナウイルス対策マスク怠らずジョギングにはキシリトール入りある

草むらに木槿の白さきわだちて蜜を求める蟻の集まる

風強く枝を揺らして動く葉も窓から見ゆる緑のダンス

ランドセル姿が桜の下に立ち誇らしげなる記念撮影

日傘さしマスクの顔が赤く焼けジョギングの人グランド廻る

塀外の陽だまりに居る小蜥蜴の物音すれば草へ飛び込む

待ち合わせに来たる渋谷のモアイ像人の流れに雨雲垂るる

寒空に市よりの放送の迷い人顔見知りなり風呂にて聞けば

窓際の椅子に坐りてうたた寝す桜の影に足を触れつつ

病みあがりの兄に電話をしたるのち不安がよぎりハンドル握る

風吹きて傘に囁く雨の粒早くも四十九日の墓前

あぜ道の蟻を眺めてかがみ込む薄れ陽のなか風の音を聞く

ほしいまま虫に食われて横たわる倒木のめぐり野の花香る

黒マスク異様な感じいつまでよウイルス対策又花粉対策

疑惑追及躱す隠れ蓑となる新型の肺炎対策マスク売れ切れ

桜見る会の追及より新型肺炎の蔓延防げ民を守れよ

解体終え現場を整地水をまく丁寧な仕事つい見惚れたり

解体のすみたる現場掘り返し石ころ瓦土ほこりたつ

17

244
作品三
自選 30 首

245

み よしのり こ

真向ひの低き山並に建物が相次ぎ増える緑きえつつ

こ じま

旅館には数多の人の泊りゐてソーシャルディスタンスに八時半の夕食

貸切りの檜の樽の露天風呂かをりと揺るる木漏れ日たのし

せせらぎの音の涼しき散歩道さくら青葉の下を歩みぬ

葉牡丹の茎のみ残し食べ尽くす幼蟲を厨のキャベツに移す

庭隅に四つ葉のクローバーを見つけ病む友への手紙に挿み送りぬ

あぢさゐの花見れば思ふ二時間を乗り継ぎ通ひき意識なき母を

杜鵑の声きく六月朔日に初登校の中一の孫

屋内にも寝るにもマスク付くるわれ今日は歯科医院に大き口あく

や ぬち

収まらぬコロナウイルス怖けれど腫れと痛みに歯医者に通ふ

藤さつき薔薇の咲く庭足とめて暫く眺む人住まぬ家

高校生の女孫が夜毎わが部屋に来て肩や背を揉みてくれをり

直太郎の「さくら」の歌に合はす京の桜の名所の動画が届く

家族中が三食ともに揃ふ日日ウイルスを避け家籠る五人

ベンツを馳せ信楽京都淡路島へつれくれし友と唐突の別れ

小島さん小島さん二人の友がこの睦月逝去せるとふ知らせに驚く

を じま

大震災より二十五年目建て替へし実家も助かりし父母も今なし

朝より飲み食ひ出来ず明け近く神戸より戻れば子らの待ちゐき

傾ける家の玄関に父の字の張紙ありき「嫁の実家へ」と

つねならず十時間かかり地震にて燃ゆる町を抜け須磨に着きにき

地震後すぐ故郷神戸へ夫と行きき倒れるビルよけ回り道して

元旦の雑煮の椀に小き餅六切れを吾がため娘が刻む

肺癌と判りたる友の文届く大晦日の夕くり返し読む

夫婦らしきが表情ゆたかに手話つかふ混み合ふ師走の眼科待合

寝た切りの夫が持病ある吾に言ふ「尚美が付いてゐるから安心」

幾度も茶会ひらきし吾が茶室の二間の床の間に子は服吊す

妙喜庵の明月堂を模し建てし吾の書院が様変りせり

天満宮の梅ヶ枝餅を土産にと嫁は行列に並びくれたり

福岡の子より切符の送られ来ぬ十七階の新居みて欲しと

家の横の土手の葛花つみて来て玄関に挿す蟲喰ひの葉も

四つ葉のクローバー
三好規子
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やすかわとし こ

学問を何処までも追う友と来て短歌を今日は共に味わう

両親の金婚式のビデオ観る溢れる笑顔の二人いま亡し

角まがり金木犀の香でわかるあと三分の知人の家は

イエスタデイピアノの音にさそわれてアルバムめくり若き日想う

夏おわりやさしい影に木の葉ゆれ人影まばらな白い街並み

窓の色白からグレイ黒になり一日暮れて虫の音集く

炎天下土台を固める職人は玉の汗ふき休まず動く

暑い中近隣の家たてつづけドドドと壊され空が広がる

心臓の術後の友にメール打ち返信届く笑顔の画像

篠笛の名手のつくる無の世界ひとり聴き入り時を忘れる

通院代わりの電話のやりとり薬剤は宅配便で翌日届く

自粛なし青き海原に自由あり潜りて働く海女の生活

人里を離れて暮らす一軒家自給自足でウイルス知らず

みつき振り太極扇で汗流し最後は皆で消毒作業

病院に行かず電話に薬だけ主治医の指示受け三密避ける

この春に空飛ぶ鳥も気付けるか地上の人は皆マスク顔

誕生日カサブランカが輝いて香りゆたかに幸せ運ぶ

桜花飛びゆるく流れる川面には吹きよせられて純白の帯

会見にマスクずらして息継ぎする都知事も庶民も皆息苦し

始まれば必ず全て終りあり人の場合は寿命と言うが

学校は生徒不在に春場所も観客なしのテレビ放映

まんまるの大きな月に見守られ読経流るる別れの時は

新年の親睦会は皆笑い食べて語って写真で終る

窓の外降る初雪の音もなくざわつく大人と笑顔の子供

念願の太極扇に入会し扇持つ手に力を込める

元旦に海鮮山盛り白ワインここち好い酔い賀状を楽しむ

疎開時は井戸の水汲み薪の風呂今はシステムタッチするだけ

雨あがりの高速道路を行く日暮れテールランプがかすんでゆれる

十二月家の周りを点検し目立つ場所だけ片付けてみる

目耳歯に続き皮膚科へ次々と予約を取ってせっせと通う

空にあこがれ海に憧れ
安川敏子☆
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たけし

前行く人どこかで会いしことあれど目をそらしつつ吾通り過ぐ
野に囀りの幸せを今の自分に感謝するなり

数十年ぶりに逢いたる友でさえ握手の出来ぬ今の世の中

栗の実を囲炉裏に焼きしあの頃の曲どこからか流れてきたり

車内にてスマホする人見上げれば亡き娘にぞ瓜二つなり

友の死を告げられ二人で話し合い悔みに行くを共に躊躇う

墓参りの孫らははしゃぎ小走りに生花線香持ちてわが追う

沖縄戦今日だったというテレビにはわき目もくれずスマホ打つ児は

和服着し母の愛用の鯨尺竹製古く深き艶おぶ

百年に一度の夏でも先人の歩んだ道を真摯に生きる

白子川に二羽の家鴨の寄り添いて水面をすべる梅雨空の下

現世の不安の中で人々は共存しながら活路をさがす

まつたけの生え来る場所は秘密にて父より聞きし山道登る

梅の木の百年過ぎし枝張を剪定のすべ妻と語らう

こんなにも美味なるものか点滴の続きしあとの味噌汁の味

コロナウイルス感染わざわいの先見えず庭の牡丹の芽は膨らみぬ

靖国神社の一番桜ほころびて桜隠しの春の雪降る

窓外に元気に遊ぶ子らを見て一気に老ゆる体力を知る

病院のベッドの中で見る夢は子守半纏母の温もり

酸素量倍に増やすと看護師の指の動くを見つつ落ち込む

看護師の朝の挨拶の爽やかさつられて吾もさやかになりぬ

消灯し脳裏に浮かぶは幼き日竹馬の友と食いし桑の実

点滴の落ちる滴を見詰めれば我が人生もこれと同じと

修学旅行で観し栗林公園胸に秘め喜寿を過ぎての今訪れぬ

喜寿を過ぎ同窓会を乞う友は思い出話次は何処でと

成人の式を控えた孫娘着付けだけはと妻にせがみぬ

風邪ひくと命取りにもなるからね医師の宣言胸に秘めおく

救急救命士資格は持っているけれどいざ実際にその場でどうか

風邪ひかぬようにと大蒜握り来て差し出す孫の小さき手のひら

共に行く犬とわれとは立ち止りどちらが先に死ぬとも泣かむ

空に雲

今を生きる
山崎

猛☆

やまざき

おくやまきよ こ

子供らの就学に合はせ建増してわが家は大き館となりぬ

癌を病み術後二十年わが命在るを謝しつつ今朝も目覚むる

家族葬としたる遺影は微笑みて二歳の曽孫の胸に抱かる

九十六歳を大往生と人は言うその命日は母と同じ日

施設にて三年介護を受けし父迎うるバリアフリー化改造虚し

大壺にたっぷり活けたるおみなえし百合の香りぬ父の仏間に

父の死後「思いを歌に」と誘われて購読したり短歌誌「冬雷」

塚本節子
父の死後

降り止みて刈り入れすめば白鷺の飛び立つなかに夕日ひとすじ

十五夜を待ちて掘りたる里芋の一株に二十五個思はず拍手

広き墓地人かげ疎ら盂蘭盆会「新しい生活のかたち」とふ老人のみ

来れぬ息子の送り呉れたる海の幸朝昼夜と食めば切なし

大根の種を蒔きたる猛暑日に東京の感染者三百人切る

電話なら感染せぬよと話し込む「ライン授業にて大丈夫」と孫

去年九月孫喜びて海渡りコロナ禍に半年満たず帰国す

逆風にも強き人らし菅総理新型コロナも鎮めてくれむ

庭口を朱に飾りたる檜扇の最上川豪雨に打たれて凋む

盂蘭盆に惜しまず供ふる秋海棠たちまち萎るることは知りつつ

この豪雨節黒仙翁を打ち叩きめげることなく花かかげをり

藍深く咲き盛りたるイヌフグリ押し花にせんとピンセットに摘む

毟りても根強く伸ぶる蕺草の強き精力私も欲しい

手縫ひするマスク作りに臨みたり終息願ひ小花の柄に

むしばめる水引草の傍らに紅き鬼灯色まさりみゆ

アパートも住めば馴染みぬ空仰ぐ雲まとひたる明け方の月

人生の「起承転結」思ひをり終の住処かこのアパートは

老人の運転事故の多きゆゑアパート住まひも「ころばぬ先の杖」

通院の夫の安全祈りつつアパート借りる病院の傍

敬老の日夫の誕生日重なりて二人で祝ふ八十五歳

庭の花草草枯れてほほづきの赤き袋の見ゆるこのごろ

ころばぬ先の杖
奥山清子
☆

つかもとせつ こ
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作品年鑑

作者別 年間全作品

作品から観る「冬雷」の一年
桜井美保子

ければすでに冬雷入る

赤羽佳年

雨の道を歩いて帰宅した作者を待ってい
たのは郵便受けの冬雷である。ほっとし
た思いに包まれたことだろう。

だった。その運営の先頭に立ち苦慮する
心の内が窺える。
「作品一」より

ロナウイルスに日常あらず
コミニュケーションをとる。「ソプラノ」

合唱ができないときも、仲間と電話で

ソプラノ吾もソプラノ

金野孝子

父との永別を詠んでいる。丁寧に見送

弾みつつ電話に語れば並べて皆の声は

りたくても葬儀は簡略化され、今までの

青木初子

はどのような作品を誌上に発表してきた

通夜の無くひと日に葬儀終りたり新コ

のか、四冊目の「作品年鑑」である本集
の繰り返しが効果的でいかにも楽しそう

粛の連休が終る

燃えるゴミ常より高く集積され外出自

だ。積極的で明るい生き方を見る。

て街の燻ぶる

公共の文化スポーツ施設みな閉鎖続き
人が集まれないことでスポーツや文化

耳とほき老女はかほを寄せくるも密を

近な所で生活の変化の様子を捉えた。

意などでそれなりのごみが多く出る。身

連休もステイホームとなれば食事の用

☆

ス感染拡大の影響で、例会は三月以降は

買ひ置きなし店頭になしマスク欲しき

高松美智子

休会。同時に校正なども集まって行うこ
活動も出来ず、街の風景も変ってしまう。

時に娘が手製をくれる

久

ル網によって担当が校正する方法をとっ
美千代

作者はドクター。コロナ禍で密を避け

橘

るべきであるが患者のそばに寄らねば診

避けては診療できぬ

にもないことがあった。家族からの手作
療はできない。感染防止の対策をしつつ

兼目

ていたので、慌てることなく対応策を練
マスクも当初需要が間に合わず、店頭

九月尽予定されたる展覧会如何にすべ

スーパーでのレジ周りの物々しさに最

はす会話は単語で通ずる 植松千恵子

レジ前はビニルシートでガードされ交

「作品二」より

来ぬ人らの乗りゆくものを

テレワーク促すホームのアナウンス出

いる。下句の発見が生き生きしている。

んとなく引きつけられる心理が詠まれて

人通りのない裏道。目立たない店にな

窓際にミニシクラメン

髙橋説子

再放送の番組多しいいぢやないか良い
ものは良い初めて見るやう

人々が必要としている時に政府からの
マスクはなかなか届かなかった。国旗の
ごとく」に対応の遅さへの批判。
津田美知子

面会はたつた五分を許されるビニール
越しの母の手握れず

面会は、ほんの五分間だけ。母の手を
握ってあげることも出来ない切ない心情

安川敏子

☆

みつき振り太極扇で汗流し最後は皆で

をたんたんと詠んでいる。
消毒作業

内垣米子

顔の七分マスク覆へどやつぱりねえ白

わかっているが、そう出来ない人間もい

テレワークに切り替えねばならぬ事は

という。漸く再開された喜びがある。

とで優雅な動きと力強い動きを併せ持つ

太極扇とは扇を使って行う太極拳のこ

髪の紳士に席ゆづられつ

柔らかな言葉運びでユーモアたつぷりに

マスク着け緊急以外話すなと車内放送

「作品三より」

個性ある作品はそれぞれの世界観を持つ。

作品が掲載されてきた。ひとりひとりの

している冬雷ではこの一年も毎月多彩な

「自分の歌を作る」ことを基本姿勢に

《冬雷この多彩なる作品群》

る。下句に率直な気持が出ている。

席を譲られた体験を詠んでいる。

小田原禮子

かと思えるほどの対応への驚き。
藤田英輔

☆

鋲握り遅れ届いたマスク持ち国旗のご
とく壁に貼る吾は

こころ遊ばせ

天野克彦

老年は魂の季節と思ふかな流らふ雲に

「冬雷集」より

駅ごとに流す
☆

テレワーク続きて履かぬヒール靴下駄
箱の中で場所を占めたり 大塚雅子

在宅で仕事するようになって通勤用の
ヒール靴の出番がなくなった。身の回り
弁当をまとめ買いする客が続き在庫無

の変化を見逃さずに捉えている。

あれば少しは小声で話したい。行き過ぎ

一人で乗車なら問題はないが、連れが

ま う。 年 齢 を マ ス ク は 隠 し て く れ な い。

このマスクの歌には思わず微笑んでし

中村哲也

病を治すべく力を尽くす姿が見える。

りのマスクは何より嬉しかっただろう。
嶋田正之

「創展」がコロナ禍で中止となって作

きか初の経験

「冬雷集」より
者の絵を鑑賞出来なかったことは残念

作者は中華料理店を経営。店内で食べ

☆

る客が減ってしまった分、弁当の販売で

永野雅子

い の だ ろ う。 確 か に 再 放 送 が 増 え た が、

くなり慌てて作る

四 句 の 作 者 の 言 葉 に は 共 感。「 初 め て 見

頑張る。そのパワーと明るさがいい。

初は筆者も驚いた。レジ打ちの人との会

中島千加子

話は単語で済んでしまう味気なさ。

裏道の隠れ家みたいなレコード屋けふ

るやう」にユーモアがあり面白い一首。

番組制作もコロナ禍で思うようではな

ビニール傘がさとたたみて郵便受け開

《コロナ禍の中で歌う》

■作品欄

り毎月順調に「冬雷」を発行した。

から大山編集長作成の組版データをメー 「燻ぶる」としてその様子を捉えた。

黒田江美子

とが不可能となる。しかし冬雷では普段

この年は世界規模の新型コロナウイル

日常はすでにない。悲しみが深くなる。

二〇二〇年冬雷はどう活動し、会員達

冬 雷 2020

をもとにこの一年を展望してみたい。
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今が「魂の季節」と歌う。胸の内に澱

大山敏夫
すれ違ひ待つと停まれる駅の名は黒坂

ぬ踝にあった。

今生のしがらみ解けて散るもみぢ赤も

「作品二」より

海を隔ててもしっかりと結ばれている。

黄色も夕風の丘

「作品一」より

生きる限りしがらみというものはある

井上菅子

父の生まれしところ

稲田正康

郷愁、そして父への思いがしみじみと
のだ。解き放たれるのは命が終る時。深
い目で人生を見つめている。

詠まれている。旅の途中の駅での感慨。

小林芳枝 「黒坂」という言葉が深く響いてくる。
食べコーヒーを飲む

佐藤靖子

上句の比喩が面白い。一体どのような

茹玉子むきたるやうな顔のひと茹玉子

ふジャズコンサート
人なのか想像するのも楽しい。喫茶店で

光

近頃は寺も文化的活動の場として使わ

高田

れるようだ。新しい試みに積極的に参加

本堂の造りが音に良いといふ十五夜祝

澤木洋子

種を播き苗を植ゑつけケセラセラ小康

に伝わる。写実が光る回想詠である。
保つ今を張り切る
腕太き麻酔医の来て明日のオペ安心せ

の嘱目詠か。和らいだ雰囲気がいい。
野村昭一郎

よと我が手を握る

☆

手術前の医師とのコミニュケーション

高橋燿子

小康を得た娘が帰っていくのを優しく

を見えずなるまで
で相互の信頼関係が深まる。不安を払い

白い顔が俯きながら帰りゆく小康の娘

する作者の熱意を感じる。

関口正道
除けてくれた医師の姿が見えるようだ。

須藤紀子

影した一枚の写真に短歌二首を添えると

歌二首」が始まった。自身がスマホで撮

岩の間を走る清冽な流れを粘り強く描

れ激流となる

層を成す岩の狭間に集められ谷川の流

「作品三」より

見守っている歌。「見えずなるまで」に

☆

親の気持が滲んでいる。
点滴のようやく取れて母の打つ電子
メールも長くなりゆく
ブレイクあずさ
母からのメールにその病が快方に向

水谷慶一朗

広々とした砂丘を歩く時、身体感覚は
かっているのを察した作者。親子の心は

二 〇 二 〇 年 の 一 年 を 通 し て「 今 月 の

なるので作者の歌の特色が濃くでるよう

三十首というとかなり纏まった作品群に

月、新鮮な作品が誌上を飾った。

トハーバーの風景写真と短歌。その後毎

第一回目は制作例として筆者の磯子ヨッ

三 十 首 」 に 十 一 名 の 方 々 が 参 加 し た。 いう新企画で、目次上のスペースに掲載。

ピアノレッスン

●すぢ雲

西村邦子

今の時間を大切に思い、自分がしてみ

である。そしてそこに作者の生き方考え
「兄」

井上槇子（三月号）

鈴木計子（一月号）

北国に雪を見舞ひて来るらむみだれて

ぐる先に走る白雲

今朝もまた桂の木下にスクワット見上

嶋田 正之（三月号）

方なども感じられて、なかなか面白い。
「寺のくらし」

大塚雅子 ☆（四月号）

高田和子（七月号）

松本英夫（六月号）

持を忘れない心がけも素晴らしい。

美しき今朝のすぢ雲

「ＳＥの仕事」

五十首詠「折節の歌」が二月号の巻頭を 「道」

り機関車出でゆく

鼻歌に巨き体を揺すりつつ二月の雨よ

実に美しい筋雲。スクワットで健康維

飾った。氏は昭和十五年東京生まれで冬 「山彦」

●ブレイク あずさ ☆（四月号）
ま ま こ な

内垣米子（十月号）

百両の貨車を率いる機関車の咆哮はる

「飯子菜」

焼竹輪の穴にチーズを詰めてゐる自が 「ステイホームは高校時代回顧」

二〇二〇年二月号から「写真一葉・短

中村 哲也（五月号）
市内より新型コロナの感染者出でたる

●朝焼け

る赤い機関車が印象的な写真。

に送受信が可能である。ロッキーを越え

かロッキーを越ゆ
カナダからの投稿。電子メールで瞬時

酒のためいそいそ二本
ルメの表示がありて

のこのことこんな時刻に寿司捜すスー
パーの客われしかをらず

■写真一葉・短歌二首

永野雅子 ☆ 十
( 一月号 )
当りめを好み求むが気になるは時にス 「弱きときこそ」 三好規子（十二月号）

頭の三首をあげる。

集には『明暗』がある。五十首詠より冒 「牛頭山のふもと」須藤紀子（九月号）

ごんづやま

雷創刊の年昭和三十七年七月に入会。歌 「希望への日々」 藤田英輔 ☆（八月号）

第二回冬雷賞を受賞した赤羽佳年氏の 「よしなしごと」 佐藤靖子（五月号）

《巻頭五十首》

■特別作品

たいことをする。これこそ至福である。

足早く時が過ぎゆく七十代再び始める

ような感じさえする。

写した。谷川の激流の音が聞こえて来る 《今月の三十首》

平地と違うようだ。疲労の箇所は予想せ

疲労は踝にあり

靴ふかく踏みこむ浜の砂丘を下りつつ

「高島屋」の固有名詞が効果的。

デパートの風呂敷売場にあるとは驚く。

今は国旗の需要が余りないのだろう。

の国旗折り目の目立つ

髙島屋の風呂敷売場に求めゐし日の丸

を届けてくれる。軽快なリズムがいい。

闘病中も自在な詠風で明るさのある歌

海辺の村での少女時代の思い出が鮮明

りき秋刀魚のあぶら

七輪の上に炎を上げながら燃えてゐた

ず歌人としての心が働いている。

独自の視点での社会詠。批判のみなら

潜めしか逃亡直前

玉響のそのたまゆらも張り詰めて息を

むものを昇華させた清々しさ。
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枝ぶりをばつさり剪られ泰山木に残れ

剪らるる泰山木は

膨らみの大きつぼみに付く枝を残して

久しぶりに使ふカメラを調整する汝か

らるるひびくシャッター音

嬉しい。塀越しに立つ木に白い花がいく
で響くシャッター音を捉えている。

という構成の一葉。歌では静かな森の中

山紫陽花を撮る若き女性を作者が撮る

つか見える。

わが前に山紫陽花を撮る汝がわれに撮

美千代（十一月号）

休日の朝を彩る緋の空を眺むる人のい

今日の朝焼け清し

る莟の開く花びら

すが

かほどと思ふ
あぢさゐにレンズを伸べて

●橘

コロナの不安に振り回される日常だが
剪定で莟のある枝を残してくれたのは

の希望を胸に抱いている。
●髙橋 説子（九月号）
関口 正道（十二月号）

水琴窟華奢なる響きよく聴けば彼の世

一刻暑さを忘る

水琴窟地底より上りくる硬質の響きに

●水琴窟

金次郎の「ながら歩き」は誉められぬ

校庭の隅にひつそり尊徳像さくら木の

孫に話さん謂れをいつか

下に薪を背負ふ

くに膨らむつぼみ

かひていのちを開く

老木の桃が見せる生命の力。写真がそ
寺庭の一角にある水琴窟の音に心を遊

している。雑誌発行の前にホームページ

ばせる。その響きを捉えて作者流に表現

公園の成りて来たれることごとく幼児
にアップされる。即興の写真と即詠の組

し趣きのある作品にしている。

母親そして自転車
み合わせは意外に面白い。写真と短歌が

を語り合うのも楽しいだろう。

けば変り峰雲のさま
急斜面のぼるをさなご滑り落ちまた這

●稲田 正康（十月号）

た写真がいい。お孫さんと「ながら歩き」

へ誘ふ警告なるかな

野村昭一郎（七月号）

身の内に力湧くこと弱まれど窓の峰雲
ひ上ぼる幾度ものぼる

りしている。時間を忘れて熱中。

子供達が目を輝かせて滑ったりのぼった

てコロナ禍で、どこの家もそうだと言え

ことだろう。

る。今後も新鮮で楽しい作品が生まれる

ある。二首目は達観の心境を表現。

なくないが、前半には自らの体調の歌も

所にさえ成っているが、少人数の結社で

大手の短歌結社ではビルの一室が発行

都圏脱出も増加しつつあるようだ。

新 し く 出 来 た 公 園 の し ゃ れ た 滑 り 台。 調 和 し 響 き 合 っ て 一 つ の 作 品 世 界 を 作

この企画は冬雷ホームページとリンク

絶ゆるなく立つ

冬雷集
正道

水谷慶一朗（八月号）

作品展望
関口

◇赤羽佳年

賞者には〝目に優しい〟活字の大型化に

る。単に発行費用を抑制するのでなく鑑

版を完成させて印刷会社へ直接下版とな

三〇首の自選ならば、作者の日常生活、

み六十年過ぐ今に続きて

恥づかしげもなく己さらして歌を詠

如くにすごすご戻る

買物にマスクし忘れ出でたるを罪の

はそれも叶わない。それを解決する手段

足、この「冬雷集」前半の会員には、大

も寄与。更にこの文字データが、いわゆ

として選者がパソコンソフトを駆使、製

山敏夫代表、小林芳枝氏、赤羽佳年氏が

来し方、心的尺度が必然詠われ想像を逞

年に発

発足年に入会されている。来年で六十年

しくさせる。結句の「すごすご」が作者
の自己基準を表出されていて肯える。二

るデータベースとして保存され、会員の

年鑑歌集に３回、自分なりの日本人の

歌誌制作工程には注目している筈だ。

というよりは、もう一台はダウンロード

トフォンが必須。多くは二台所有、サブ

完成度の高い歌人の鑑賞と展望になる。

二十年強の私には聊か荷が重いが、その

以下は「冬雷」では歌歴が長く、高々

奥様の介護もある。自分を卑下してもそ

こ に 顕 著 と な る。 作 者 は 娘 さ ん の 介 護、

首目は明らかに謙遜、前述の来し方がこ

作者は教員で居られた。取り立てて同

の背後に力強い確かな覚悟がある。

父親との別れを具体的に詠まれてその

調者を求めないが、明らかに科学者の合

い。 雑 誌 も 購 入 し な い。 読 書 も し な い。

帯を形成しても新聞の宅配などは求めな

挑むコロナ禍の日にち

解けぬまま残しおきたる数独に再び

を開け我が手を握る

等伯の屏風を近くで撮る人多し我は

な活字は目に優しいが

新聞の広告にも購読料払ふのか大き

離れて静かに鑑賞

私の知人、私の甥がそうである。タブレッ

◇赤間洋子

事実が荘厳でさえある。この「命」の一

もう今日が最後と思ふ別れ際父は眼

ト端末は教育の現場でも主流となりつつ

連はほぼ一つの物語になっている。まし

◇青木初子

あるようで、このコロナ禍でテレワーク

は離反、廃れて行くようだ。独立して世

作品展望

なる自宅での仕事、あまつさえ企業の首

専用でのゲーム、読書。ペーパーの印刷

を述べた。やはり今の若者には、スマー

読書傾向、歌誌の有無、存続などの展望

短歌文庫の基になる。他の結社ではこの

37

となる。記念特集などがあるのか。

冬雷短歌会は１９６２・昭和

冬 雷 2020

●泰山木

や変化に心を寄せる作者が見える。

に写っている一葉。窓に見える雲の動き

もくもくと広がる峰雲が画面いっぱい

動くとも見えぬ動きのありぬべし気付

●峰雲

生き続けるだろう。

の幹をクローズアップ。まだまだ逞しく

薪を背負った尊徳像を背後から撮影し

この寺の丘に広ごる桃の苑偈頌のごと

げ じゅ

洞口をもつ桃の老い木の逞しさ空にむ

ほ ら

●天野 克彦（六月号）

明け方の空を「緋の空」と捉え、明日へ
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芸術全般に心を寄せる視線が鋭い。画像

提示。作者の〝藍染〟の創作を初め美術・

理的判断がある。結句にそれもさらりと

歌稿になった昨年三月号の「濃きインキ

を担当してきた。私が文字入力の最後の

の原稿にこだわる方々の歌稿の文字入力

ルの普及が頂点を極めた頃から、手書き

筆者の私は平成一八年、漸く電子メー

会では好意的に評価された。私には家族

もトップに投稿される。一首目がこの歌

加されていて、二十名弱の参加者のいつ

冬雷の新しい基軸「ネット歌会」に参

成人となりたる二人の男の孫が労り

よりも鑑賞の姿勢を矜持とされた。
の歌稿」の主人公が有泉氏だった。丁寧

ごみの日にわが六十年の日記棄つ七

のこころを忘れし我ら

いにしへに還れと山は若葉萌ゆ畏怖
一雄先生の万年筆は探し出して欲しい。

で力強く優美な筆跡を残す意味でも落合
で、この二首とも作者の孫への接し方が

とは成人してからは暮したことはないの

書き記すなり明かり灯して
ン一杯からだ暖かし

味噌汁を週一回はアサリにしタウリ

☆

顕著でユーモアも加味、成程と思う。

困つた時にこれを押してと息子の置

◇大川澄枝

訪 問 な ど し て 親 し く 交 遊 を 頂 い て い る。
戦後より商い来たるセトモノ屋つい

真夜目覚め短歌浮かべば直ぐ起きて

◇池亀節子

若い時分、京都の町が仕事の中心であっ
く非常ボタンを吾が枕辺に

豊富な読書に裏打ちされた教養である。

真似のできない作風。それは才能の他に

の自然・四季風土の写実と抒情は私には

四季、自然の横溢する環境。万葉集以来

する。現在居住されている東京の青梅は

との交流の写実を心掛けておられる。娘

れ、この二首にも解るように歌作、家族

短歌会の伝統の日常詠を常に念頭に置か

歌集叢書」の十人にも参加された。冬雷

いる。私が入会した翌年に「冬雷新時代

会員歴が長く昭和の時代に入会されて

に 切 り 取 ら れ て い る。「 平 凡 な 日 日 」 の

詠われている。東京の下町の生活を巧み

など日常の風景の小さな発見が、丁寧に

とした経緯が推察できる。前半には食事

たのか。だとしたら老夫婦の商売の淡淡

後半の「商い陥落」は作者の自営だっ

逝きふるさと俄かに遠し

や見つからず過ぐ

時ならず山吹咲きて柊の下に明るく

毛呂山特産黄の色ましぬ

みどり葉の中から見ゆる柚子の実は

はあいちゃんと言う三人の孫

いつの間に八十代になりたるか振り

難家を狙ふ水害ドロ居り

火事場ドロ葬儀ドロがゐるほかに避

ちち母を知るひと減りて長の姉去年

◇大塚亮子

写実が非凡な表現になっている。

さんが診療所を継がれているようだ。

盗まれし財布届くと知らせあり二年
☆

茶の稽古の母に付き来る五歳児が見

ある時はおばあちゃんと言いある時

◇江波戸愛子

様見真似に点前覚える

返り見れば須臾の間なり

好みか簡素で優美。茶の湯の稽古に少し

筋。一度茶会に誘われたが茶室は作者の

ばらんに言えば茶道、華道、短歌は親戚

いる。以前選者・有志が毛呂山を訪ねら

ここでは柚子と山吹の黄の色を詠われて

作 者 に は 毛 呂 山、 柊 の 歌 に 目 が ゆ く。

達観の心情によって〝須臾〟が生きてい

この三〇首はコロナを優先されているが

一 首 目 の 不 埒 な 者 へ の 怒 り の 歌 に な る。

いている。真っ当な教育者人生の心情が

作者は中学校の書道の教授だったと聞

る。その須臾の背景には仕事、家族、農

寺があり土屋文明の墓所もある。作者の

冬雷短歌会に入会される前から既に短歌

作業の折々の事実があるように思う。
獅子舞に頭かまれた句のありて地区

森二会館例会の日は

伝統と風土を重んじる歌の数々は尊い。

の伝統残れるを知る

七輪の上に炎を上げながら燃えてゐ

◇黒田江美子

生涯わが入るなからむ「玉響」とい

スイカにて遠出乗り換へ運賃を認知

を学習して居られたようだ。

ふ室内のゴーンを思ふ

することほぼ無くなりぬ

錦糸町より都電に乗りて通ひたりき

◇小林芳枝

壮年の先生が頭にタオル巻き跔みゐ

の経緯が時間も空間も責任も小さいと作

とてつもない年収だった割に、その逃亡

要とされていることが窺われる。そうし

教育の第一線を退かれてもまだ作者を必

た。勾玉の擦れあう音で僅かな間とある。 窺わせる「子ども俳句」の選考はボラン

森二会館があった。作者の幼少時の記憶

木島茂夫先生の自宅にほど近いところに

が 地 区 の 伝 統 に 触 れ ら れ た 実 感 だ ろ う。 懐かしい。新大橋を越える手前の森下の

ティアでも真摯に相対されている。それ

と し て 九 十 九 里 浜 が あ る。 鮮 魚 は 豊 富

から水天宮を往復した。往復二十五円が

私も若い頃、業界新聞の配達に錦糸町

たりき秋刀魚のあぶら

者は言う。デジタル最前線の作者が木島

た多くの経験が日常詠になっている。

教育の最前線に居られた作者。それを

茂夫先生の来し方の追憶に短歌誌発行の

◇兼目

だったようでこれが追憶となっている。

原点、アナログの事実を詠われた。

久

作品展望
◇小川照子

浅学にて〝たまゆら〟をよく知らなかっ

き発行所下の仕事場

◇大山敏夫

関 わ っ た 者 に は 有 難 い 持 て 成 し だ っ た。 れている。坂東三十三札所の九番・慈光

表千家の茶の湯の師匠の作者。ざっく
黄の揺れてをり

愛用の父の形見の万年筆どこに隠る

ぶりなる署での再会

◇有泉泰子

に陥落ひと手に渡る

たのを承知。嵐山・嵯峨野をこよなく愛

作者が入会されて以来、相互に自宅を

つの袋に過ぎし日詰めて

くるるをやんわり断る

◇天野克彦
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冬雷集

つかり貴重品の如く手に取る
◇嶋田正之

撫でし不評を買った。その時の愛犬か。
紺碧のその奥底の暗闇を描ききれず

休校になりて家にてオンラインの授
に終はる一世か

業に学ぶと長女のメール
今見れば不出来なる絵の数々を粗大

ミック前の生活だ。その後はマスク生活、
絵を描くこと為し逝かむこの先の残

れ運ばれゆきたり過去は

バリバリと大き音立て回収車に潰さ

美千代
外に出でて人と話すは挨拶のひとこ

ステイホーム、オンライン授業と激変し

橘
となれど心の和む

勝鬨橋の竣工なりし昭和十五年戦時
た。人と会い声を掛け合うと心が和む。

ゴミとす未練など無く

下となりて万博の中止

心 躍 ら せ て 梅 園 を 歩 む 作 者。 パ ン デ

庭園の樹木の中に立ち止まりマスク
り時間の筆動くまで

中継の画面に悪態吹つかけるわれに

の蓋膳に置きたり

◇関口正道

不出来な作や過去は葬るに惜しむなし。

短歌への姿勢を反省。至高を目指すなら

うけた。捨て去られる多くの歌。自らの

絵に生涯を捧げる作者の覚悟に衝撃を

時の制限自粛を重ぬ
生れの関西弁ありて

隣室の真夜の騒動問はぬまま味噌汁

◇澤木洋子

赤あかと太陽沈むを見し晴海今は五
育つ頃犬の名なべてポチなりき何と

ロナ禍でオリンピック開催が感染拡大の

よう。樹木の中マスクを外す爽快さ。コ
何やかや理屈並べる傍らにときに聞

呼ぶらむ首相抱くは
笑ふこと泣くこと忘るるごとくゐて

に静脈探し当て点滴の成る

八カ所目を看護師五人目がやうやく

血管が出にくく八回も針を刺された苦

掃除用に買ひおきしマスク一箱が見

しきコートにマフラーをして

梅の香がやはらかく立つ園をゆく新

日曜日朝図書館と美術館開館待つ人

に新学期にならず四月過ぎたり

コロナウイルスの恐ろしき肺炎流行

ぐ姿を投稿した安倍総理。国民感情を逆

訴える星野源の動画に、愛犬と優雅に寛

一面も。緊急事態宣言下ステイホームを

じなくなる。関西弁で悪態をつく意外な

ことあるごとスカイツリーの色変り

花送り来る里の姪より

老いたれば外出無理だととりどりの

れば築地大橋の見ゆ

隅田川東岸の側道杖を曳き佃大橋潜

一刻苦労する限りある耳輪に

眼鏡掛け鼻チューブ付けマスクする

車煽られひと日怒れり

えぬ振りなどしたり

痛をユーモラスに詠む作者のお人柄。感

今宵軽がるブルーに輝く

入院が長いと隣室に異変があっても動

情の起伏なく生活していてある日、車の
長き列なす

強めかと再び寝入る

鈍き音しばらく続き揺るる家今夜は

先生との逸話は遠く美しい夢のようだ。

気さに癒やされる。雪の結晶に因む川又

コロナ禍の重苦しさも孫や児童の無邪

介護からの解放は寂しさと安堵が交錯

独り身どうし「おやすみ」と切る

天国が良ささうねと久びさ友の電話

酷使の夏の終りぬ

窓を開け鳥の囀り久びさにエアコン

人を鬼に変ふるか

投石と誹謗中傷あると聞くコロナは

小ぶりなれど艶よき茄子を摘み取れ

得ざれば店に持ち行く

賜ひたる大き真鯛の美しけれど捌き

コロナ禍の夏を生きて行くべし

マスクしてサングラスして傘さして

コース試歩する

三密を避くる散歩に最適と友推薦の

エレベーターの床のマークに人ら立

に坐り香気を浴ぶる

水の辺の風が吹き過ぐ梅園のベンチ

サンルームを開き大気みちびく

冷ゆる朝の目覚めよければ躊躇はず

◇水谷慶一朗

悟り穏やかに友と会話しつつ眠りにつく。

リ ー が 青 く ラ イ ト ア ッ プ さ れ た こ と も。

し て。 コ ロ ナ に 打 ち 勝 と う と ス カ イ ツ

◇穗積千代

ミックまで加わり、まさに複合災害の時

ばふいに指刺すトゲに戦く

トイレットペーパー買い占めやコロナ感

子を摘み、コロナ禍の不自由な生活をも

に感心させられる。真鯛を捌いて貰い茄

言葉のあっせんリズムしらべと巧みさ

重苦しくゆく人混みのなか

サングラスとマスクを掛けて顔面の

ち向き合ふことなく運ばれてゆく

護の様子明るく聞かす

一人身となりたる友が解かれたる介

間隔を示す床のマークは其処此処につい

中も作者の詩魂は冴えている。密を防ぐ

清々しさ。コロナ禍の殺伐とした世相の

サンルームより導く大気、梅の香気の

染者への差別等非常時の人の異常な様。

のともせず楽しんでいるかのようだ。

きらめきて積れる雪の一つ一つ結晶

◇増澤幸子

の形美しかりき

出陣経験者の便り

『令』の字に召集令状思ひ出す学徒

◇橋本文子

水害に地震にコロナウイルスパンデ
代だ。馴れて多少の揺れは寝てしまうと。

り切れて空棚映すテレビも煽る

ネットデマかトイレットペーパー売

◇中村晴美

煽りにあい怒り爆発と。その意気です。

◇桜井美保子

制限自粛の生活に戦時のようだと。

脅威である今、感慨深い一首目と四首目。

隅田川に架かる橋の歌に江戸情緒ただ

輪選手村とし通行禁止区

次々と予定の消さるるコロナ禍に戦

を外し深呼吸をす

◇櫻井一江
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トに。この重苦しさも詩に昇華されて。

て、感染防御の眼鏡・マスクもデフォル
の単なるステップ

結論が先にありたる審議会手続き上
き返されてイライラしたと

熱心に補聴器さがしてくれたわけ聞

浚渫船の人と話をしてゐるらし水の
れて。雪形や白いワタスゲの原に和む。

を犯すようになった。忖度と保身に蝕ま

化が止まらない。官僚もあり得ないミス
動いてあれが火星か

一時間待って家族と見あげたる雲が

スクはわれの守護神なるか

一つ付け二つ目バッグに忍ばせるマ

中より声のひびける

一首目、四首目。国会・国会議員の劣

公演の迫るも混じるポスターに大き
密を避け独り花見に向かう。感染から

道沿ひの花桃海棠咲き揃ひても何か

十六夜の月に言ひてしまひぬ
見る至福の時間。天性のしらべの良さ。

をさがしてくれた理由は。家族で火星を

命を守るマスクは予備も添えて。補聴器

数へふたたびあるく

「川又さんお元気ですか」冴え渡る

◇山﨑英子

メトロより東京駅に向かふ地下こん
◇吉田綾子

風船かづらの小さき花にしじみ蝶見

に染まりゆく紅の色
春の日を浴びつつスマホに撮りまく

日々傍におりたし

大腿骨の骨折に臥す妹よ介護して

☆

弾まぬ花へのこころ

を浚う（浚渫）とかなり防げるとか。期

もみ紫蘇と梅と交互に漬け込めば手

待のこもる一首目。ステイホームで鈍る
る台地の眺めに孫歓喜して

吉田氏にも。俤が月と重なって思わず語
大樫の真上に昇る十五夜の月の光輝

ブ用の薪づくりする

コロナ禍の休業余暇に村人はストー

つつ風船ひとつをつぶす

りかけてしまったと。屈託ありか。穏や
にしばし息のむ

故川又先生と十六夜の月を詠んだ歌は

かな作者が咲き揃う花にも心弾まず、風

嵩

法制局・検察庁も私意のまま総理を
船葛の実を潰す。意外さに詩がやどる。

◇山口
囲む忖度・保身

一

る割合の大きさが見て取れる。その作者

感染拡大に休業中の時間を有効に生活に

が 束 の 間 の 休 息 に 訪 れ た「 牡 丹 の 里 」。

どこへ行くどこに行こうか人を避け

点のようにも感じられます。ともあれ長

その園内の鮮やかな大輪の花々を眺める

あてる村人。十五夜の月光はあやしく。

てきた作品欄の方々の作品を、それぞれ

中でも、下句の「病む娘の好む緋色に見

「 分の歌 を
」 追求し続け
年歌と共にあり 自

森林公園の桜を見よう

首目。コロナ禍前の孫との弾んだ一時。

衰えた妹を思う肉親の情に胸が痛む一

今年また「種蒔き兎」は痩せ細り皐

作品
哲也

☆

◇山田和子

作品展望
中村

ながら共に鑑賞していきたいと思います。 入る」と、片時も娘さんの事を忘れる事

心象表現の核となる言葉は何かを模索し

がない母の想いが感じられた。難病とい

である事から自然に共感を得やすいと

らず他者にも存在する共通の感情や想い

託して歌作表現する。それは自身のみな

心に湧き上がった思いを核となる言葉に

叙情豊かに定型にまとめ上げる。自身の

び、悲しみ、確信、戸惑い等々を簡潔に

う。自身の日常の生活の中で湧き出た歓

でもよい自分の歌を詠め」でありましょ

◇糸賀浩子

☆

者の心境が察せられた。

を感じさせる思いで舞台に臨んでいた作

は演舞中の五分を、延々たる時間の流れ

てくる。そして結句「五分の踊り」から

の思いが「恥ぢるか」の語に充分に伝わっ

なままでの舞の所作に対する自身の無念

なった状況を端的に表し、下句では不調

を得なかった作者。上句は踊りの障害と

足に不調を抱えたまま演舞に臨まざる

カルタ取り三ヶ月振りなり上の句で

結句「まつはりて来る」では、普段は想

と こ ろ の 蝶 の 様 子 の 主 要 原 因 が 示 さ れ、

「 温に か
」 らは、作者が考える
一句目の 低

くであろうが、それもままならない様子。

きた。常ならば作者を回避して去ってゆ

の周りを一羽の紋白蝶がまとわりついて

肌寒い日の桜並木を散策する作者。そ

つまつはりて来る

低温に散らぬ桜の続くみち紋白ひと

う事もあって、快癒はなかなか難しいで

いったものではなかろうかと、この頃思

自選歌の大半を難病の娘さんに関連す

さっと取れずにお手付きもする

左足押さへの利かぬ踊りなり名取り

◇飯塚澄子

うようになってきました。結社の諸先輩

る作品が占めた作者。その諸々の歌の中

あろうが、せめて好転を切に願いたい。

木島先生の師匠で、文芸投稿雑誌の短歌

からは、娘さんの病が作者の脳裏に占め

が、この「自分の歌を詠め」の根底には

今盛る牡丹の里をめぐり来て病む娘

定されない蝶の動きと、自身の戸惑いを
☆

端的に示した言葉の工夫と感じられた。
◇樗木紀子

の好む緋色に見入る

◇稲田正康

投稿欄で名を馳せ、のちに歌壇に躍り出

に恥ぢるか五分の踊り

た田口白汀の「現実短歌」に共通する視

の皆様には異論もあるかと思われます

作品展望

は創設者木島茂夫先の至言「うたは下手

かと問われれば、真っ先に思い浮かぶの

冬雷短歌会のモットー、主義主張は何

冬 雷 2020

タスゲの群ゆらぎをりたり

風いでて霧の切れめにぼんやりとワ

月二日は初の真夏日

素材・語り口がユニークで楽しい。

体を少しの機会も逃さず作者は鍛える。

豪雨の後の河川氾濫が頻発するが川底

なに静か人影まばら

公園に鉄棒あればぶら下がり十まで

く書きある中止の文字が

◇森籐ふみ
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◇小島みよ子

コ ロ ナ 禍 で 練 習 す る 事 も ま ま な ら ず、 あろう。
られなかった出来事と察せられる。そし
て結句「小魚の游ぐ」には作者が実際に

作者の下句「さっと取れずにお手付きも

ある程度熟練した技術を有するであろう

わっている。ところがその中身は、本来

度も歩く」といったシンプルな内容で終

した作者。そして下句の「今日は家中幾

自身の膝の痛みの軽減を歩く事に見出

住む作者。そして作者は実際に避難所に

同じく豪雨水害に見舞われた栃木県に

舎三階に更に避難す

音を立て流れくる水に浸かりつつ校

見て感じた驚きが端的に示され、しかも

する」の「も」からは、競技中の種々の
は座ってくつろぎたい思いも当然あった
指定された校舎に避難された。最初は一

「清し」の具体的な例としての効果をも、

散々たる不手際が、自身でも思いもよら
であろう。しかし下句の描写は動きを止
階部分に落ち着いたであろうが、水かさ

痛き膝歩けば少し軽くなり今日は家

ない結果であった事が察せられる。
めるとその膝の痛みが蒸し返され、たま

中幾度も歩く

◇金野孝子
らずに疲労の中でも苦しみながら必死に
が増して二階へ。三句目「水に浸かりつ

者。動きの素早さ等から「畳上の格闘技」

孫たちの使ひたりしかこのボールさ

つ」からは、一階からさらに避難した二

☆

今現在このボールで遊ぶような子どもに
であった事。そして「更に避難す」の「更

階部分の浸水が、あっという間の出来事

☆

ていた作者の状況が察せられる。

門松の竹の切り口の美しく、しかもそ

か」とは、偽らざる作者の驚嘆の表れで

であろうか。下句「二十年ここにありし

ルを掘り出したような気持ではなかった

のボールの発見は、まるでタイムカプセ

誰も気が付かずに時を経たと思われるそ

は、事前の物品の買い置きから解放され

スストア。上句の「大き貯蔵庫もつ気分」

という状況は、今までにこの川では考え

に 目 を 見 張 っ た。 な に よ り「 鷲 川 清 し 」

が目立っていた鷲川の、その変わりよう

者。豪雨の後、生活排水等で川底の汚れ

豪雨水害に見舞われた栃木県に住む作

りなく」と映ったようだ。それも三月を

だ。 そ れ は 作 者 の 眼 に は 具 体 的 に、「 頼

木。当然、根の張りも無く不安定な状態

土にただ茎を差し込んだだけの挿し

◇鈴木やよい

の出来事であったことが感じ取れる。

合わせた人々にとっても、まさに予想外

に」からは、二階からまた三階への更な

の鋭さに興味を抱いたであろう作者。そ

た作者の生活の利便さ。ひいては生活様

過ぎてのちは、しっかりと根を張り葉も

る避難には、作者は元より、その場に居

の昔に簡易的な武器として使われた「竹

式の変化を窺わせる。そして四句目の「サ

茂らせているという事実。結句「いきお

豪雨にて川底の塵流されて鷲川清し

槍」が念頭にあったのであろうか。具体

イフ掴みて」は、買い物の手軽さ気軽さ

う」には、その強靭な紫陽花の生命力に

小魚の游ぐ

的な「指当ててみる」の動作からは、実

を強調させる作者独特の洒脱な表現とし

かれこれ二十年前に少年時代の孫たちが

際にその攻撃効力がいかほどであったの

ての効果をもたらしている。

美千代
仏壇くつきりと見ゆ

線路ぞひの家々灯り車窓より部屋の

◇橘

目を見張る作者の驚きが感じられる。

口に沿ひ指当ててみる

切れ味を確かむるごとく門松の切り

か。その一点に作者の興味が注がれた様

かゆを食べ門松を取り今日よりはい

☆

◇高橋燿子

光

つもの暮らしと犬の目を見る
正月祝の膳や酒で弱った胃を休める為

勢 集 い 賑 や か で あ っ た ろ う 作 者 宅 に は、 見てとれる状況であったようだ。下句の

夕暮れ時に電車の窓辺から景色を眺め

きりと」からは、作者の思いも寄らぬ至

また作者と飼い犬のみが残された。下句 「 部 屋 の 仏 壇 く つ き り と 見 ゆ 」 の「 く つ

た作者。その車窓からは雄大な景色はお

近距離であった事を窺わせ、その風景自

に 食 し た と い う 七 草 粥。 そ れ を 食 し て、

と「千二百発」の具体的な数値は、読者

の犬の目を見て「今日よりはいつもの暮

体に対しての驚きが察せられる。またこ

さらに門松を取り払って完全に普段の生

にその規模の大きさ・勇壮さ、または壮

らし」と語りかけた事実描写に、作者が

東京のお台場から見える冬場の花火。

麗さを感じさせる共に、作者が抱いたで

感じる人気のない暮らしに対する寂しさ

その澄んだ冬空に浮かんでは消える花火

あろう現代に息づく「江戸の粋」を想像

ろか、線路沿いの家窓から屋内の様子が

させる。

の 光 景 は 作 者 が 見 慣 れ た も の で は 無 く、
の地での車窓風景であった事も想像させ

どこか遠くへ出掛けての、しかも初めて
る。

が、伝わってくるような気がする。
頼りなく土に挿し芽の紫陽花が三月

◇高松美智子☆

すぐ裏に大き貯蔵庫もつ気分サイフ
掴みて通ふコンビニ
作者宅の家裏に開店したコンビニエン

を過ぎて茎葉いきおう

◇髙橋説子

を 堪 能 し た 作 者。 下 句 の「 わ づ か 五 分 」 活に戻った作者。それまでには身内が大

五分に千二百発

お台場の夜景に添へる冬花火わづか

◇高田

子が窺われる。

遊んだもの。ある時無くして、そのまま

過 去 に さ か の ぼ っ て 思 い 当 た っ た の は、 ◇斉藤トミ子

は作者に心当たりがない模様だ。そこで

◇正田フミヱ

もたらしている。

れば二十年ここにありしか
るで地獄の中をさまよう面持ちで過ごし

自 宅 の 庭 隅 で 発 見 し た 野 球 の ボ ー ル。 一日中歩き続けていた様子を窺わせ、ま

の 異 名 も あ る カ ル タ 取 り。 そ の 競 技 に、

三ヵ月振りにカルタ取りに参加した作
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作品

一

江波戸愛子

今年も作品一蘭の十四名の方の展望を

冬 雷 2020
☆

親にとって子の病ほど辛く悲しいこと
はない。手術室へ向かう時に母親の背を
くだけの作者の心情が読む側の心に届

三百の渋柿のれんに吊し終へ秋晴れ

◇田端五百子

く。他の歌も優しく感謝の思いに溢れる。

摩り乍ら大丈夫よと言う娘さんとただ頷

干し柿を作るには皮を剥いてから幾つ
◇野村灑子

の日曜使ひ切りたり
かの工程を経て吊るすらしい、大変な作

に一杯の麦茶入れて待つ

宅配品これから届けますといふ暑き

業である。下句の表現に一日で三百の柿
息ふかく吸ひ込み潜る夏の海この時
夏の暑い日に来てくれる宅配の人に冷
たい麦茶を入れて待つ作者とそれを美味

ばかり私は人魚

木の名

草の名

以前に作者の作品に庭の草や花の名を

覚えたり

木偏の植物読めねば辞書ひきて字を

海の近くにお住いなので泳ぎは得意な
し い、 潜 る の は 何 か を 獲 る の だ ろ う か、

しそうに飲み干す宅配人の笑顔が浮かぶ。

暮らしの折々に亡きご主人を感じ、姿
他の歌もリズムが良く思いが伝わってくる。

海 中 を 自 在 に 泳 ぐ 若 々 し い 姿 が う か ぶ。

の だ ろ う、「 私 は 人 魚 」 の 表 現 が 素 晴 ら

を浮かべながらきて三回忌を迎えるその
詠んだ歌が多くあったがこの歌に納得を
した。即調べて覚える姿勢が素晴らしい。

子供たち掌の出し方が慣れていて消

ドアノブに吾の好める額紫陽花紙袋

◇西谷純子

帰宅をしてドアノブに掛けてある袋の
毒スプレースムーズなり

☆

中は大好きな額紫陽花で思わず嬉しいと

ご自身を見つめる歌が多いと感じた。

この「大地」は子育ての時も介護の時
出た声が結句の「うれし」なのだ。あり
朝一番の手術室へ向ふ娘なり大丈夫

あるのは消毒スプレー、使い方は足で踏

店に出入りする時、家に入る時置いて

◇浜田はるみ

にも読んだと他の歌にある。ご主人の三

に入れ掛け有りうれし

回忌、お兄様の一周忌があり回顧の歌が
のままに詠んで読み手も嬉しくなる。

る、塩とバターを用意して「まだかな」

ご自分で育てて収穫したじゃが芋であ

むもの、手で押すものなど他にもあって

母の持つ小さきスマホが頼りなり七

よと吾が背を摩る

戸惑う事があるのだが確かに子供たちは
千キロも離れてわれは

近況も伝えあっているのだろう、スマホ

絡はスマホのメールであり安否の確認、

常を詠む歌が多くその想いが伝わる。

を待つ作者の嬉しそうな顔が浮かぶ。日

カナダに住む作者にとって母親との連 「もう少し」などと言いながら蒸けるの

コロナの名はこれだけに限らないが中

◇町田勝男

身の内に風の吹く日があり、そんな日

た山の名をあげて友の死を悼む。

で先に逝ってしまったのかと一緒に登っ

登山の時はいつも後に従く君なのに何

に逝きたり

槍穂高後立山谷川岳後従くきみは先

身の内に風の吹く日は座頭市の白黒

で母と繋がることのできる喜びを詠む。

☆

は座頭市の映画を繰り返し観て、そのう

映画を繰り返し観る

でも深刻なのは生活に関わることであ

美智子

リズム良く日常を詠む。

ちに凪ぐのであろう、二つの国を愛する

身を守るソーシャルディスタンス人

◇林
仏前に友より届く蘭の花

の言ふ人間同士を悲しく隔つ

が嫁に似ており

心の少しの隙間風であろうか。他の歌も

て座らなければならないので今は隣の人

コロナ感染対策として椅子を一つ空け

生きものを見る目がやさしい。冬雷誌の
月集評を担当されている。

お嫁さんを喪った悲しみを詠み下句の

◇本郷歌子

☆

米寿まであとひと月と細き身を良く

の図」の慟哭と悲鳴

うす暗き太陽光発電の照明に「原爆

とも家族とも話せない、まさに悲しく隔
庭に咲き満ちる木香薔薇の香りが大好

つである。題名の原爆の図の歌が苦しい。
きで癒されるのであろう、その香の中に

木香薔薇の香り漂う我が庭なり離れ

込む手術を受けたという大変な年であっ

難くて荒草を摘む

た。題名の「続く別れ」が切ない。お孫

を一にぎり摘む

露にぬれ朝一番に春菊とほうれん草

☆

冬雷誌の作品二評を担当されている。
取立てのじゃが芋蒸ける頃合いと塩

◇松中賀代
とバターを用意して待つ

ためて花の魅力を力を思う。

居たくて荒草を摘んでいるという。あら

☆

自宅待機の孫の手料理

フライパンの魚に煮汁をかけ続ける

さんの手料理を詠む歌が温かい。

であり作者自身も心電図モニターを埋め

作品展望
◇ブレイクあずさ

お姉様を喪い二人のお兄様も喪った年

生きたねと姉を褒めたし

表現に容姿や性格までも浮かんでくる。

白き丸み

り、作者の憂えもそこにある。どの歌も

ナ太りにコロナ倒産

ウイルスの名は様々に使われてコロ

迷わずスムーズに消毒液を出している。

の髪寝癖に跳ねる

中三になると小鼻をふくらます少年

多いのだがお孫さんの歌が微笑ましい。

て感想聞くぞと兄の大きな目

テレビ無き部屋に「大地」を渡され

という。ご主人を恋う歌であると思う。

日だろうか、出会った日が突然浮かんだ

いし遥か不意に浮かび来

身仕舞を決めて薄紅引きたれば出会

◇田中裕子

私 なりの作者像を紹介 し た い と 思 い ま す 。

担 当 さ せ て い た だ く こ と に な り ま し た。 のれんを吊るし終えた達成感が伝わる。
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もう九年まだ九年だのいはれをり未

大 切 に 育 て て い る 菜 園 な の で あ ろ う。 震災とまだ向き合うことの出来ない歌。

朝一番にその菜園より野菜を摘む喜びが
だに行けず「津波伝承館」

バスの通らぬ近道歩く

買ひ物を背負ひて下げて生き生きと

◇山本貞子

手作りの藤色のマスク娘より送られ

でたく迎ふ
毎日仰ぎ見ている特別な山なのであろ
淋しき時合同歌集を読みをればいつ

う。立山連峰に寄せる想いが伝わる。
しか吾の心開けり
冬雷の仲間達の想いが詰まった合同歌

色なのであろう、届いたマスクと手紙を

られてきたという、藤色は作者の好きな

歩きつつ携帯電話に話す声馴れて振

背筋を伸ばして歩く作者の姿が浮かぶ。

勢が素晴らしい、
「生き生きと」の表現に

買った物を背負って下げて近道を歩く姿
ける朝の鉛筆けづり

もうすぐに百歳となるこのわれが続

携帯電話はとても便利なのだが大きな声
歌は言っているようだ。この歌に触発さ

若さの秘訣は足腰の強さにあるとこの

立ちながらズボンをはきてゐるわれ

者の姿勢に感服する。

要な鉛筆を毎朝欠かさずに削るという作

折々に生まれる歌をメモするために必

◇鷲司法子

嬉しそうに見ている作者が浮かぶ。他の
り向く事なき今は

若 い 人 か と 間 違 え そ う な 歌 で あ る。 集の素晴らしさを力を改めて感じた。

歌も自然体で声調が良く思いが伝わる。
時代を詠んでいる、この歌に頷く人は

に驚くことがある。他の歌も日常を詠む
れて筋肉トレーニングを始めた人がいる

多いとおもう、どこにいても話の出来る

そう、明日があるってステキなことだ
が前向きに生きる歌が多く励まされる。

二

出来る喜びに満つ
人の手を借りずに入浴できる喜びを詠

もうすぐに百歳ゆゑに口紅はいらぬ

かもしれない。
と言ひつつ朝くればぬる
に納得。これからの歌が楽しみである。

いつも若々しさを感じてきたがこの歌

白色の立山連峰輝きて令和二年をめ

長かりし独りの月日その内にあの世

んで読む側もうれしくなる。

花の咲く楝の枝に下げし板の萬葉の

に会へるや若き夫に
うす綿広ぐる如し

生駒山くつきり見ゆる今朝の空雲は

うた風に揺れをり
こ こ で も 表 題 作 は 挙 げ 得 な か っ た が、
一首目の二句などには私なども常に実感

一首目は四季折々を庭の草花の移り変

ク外して深呼吸する

青もみじ日に輝くを見上げつつマス

ではなく書かれた万葉の歌が揺れるの表

たのだろうか、推測の楽しみがある。板

三首目の歌は万葉のどの歌が書かれてい

「雲はうす綿広ぐる如し」の結句は真綿

詠ったもの。死者は歳を取らないを言う。

結句に集約された。二首目は早世の夫を

の 三 種 の 花 は 決 し て 派 手 な 花 で は な く、

佳年

は九十九歳四箇月となる

ね。震災で多くの人に明日がないことを
◇吉田睦子

節高い私の指に似ずにゐる娘の手を
見て亡夫懐かしむ
夫婦の遺伝子は子に受け継がれるが娘
さんの手は作者に似ていない、ご主人の
遺伝子を継いでいるその手を見るたびに

作品

懐かしいという。ご主人を恋う歌である。

作品展望
赤羽

するところである。二首目の「相槌うち

青紫蘇に穂が伸びはじめ白き花連な

現が面白い。

を広げた様な形容であろう。

て」なども介護の内からの理解であろう。 わりに楽しみを見出している作者。上句

りて咲く庭のあちこち

◇井上菅子作品「未完の例」

は残念であるが、右の三首が目に留まっ

を励ます今日一日を

生きてゐる毎日が修行この言葉われ

ととき忘る春の酢の物

安く売られてゐても

靴下のつま先繕ひ履いてゐる束ねて

それてひと安心す

手に取りて稲の刈り時もう少し台風

◇植松千恵子作品「流れゆく日々」

たので、鑑賞してみる。三十首全体は日

咲く順に花殻落ちてゆく仕組み花の

独活の白胡瓜の緑コロナウイルスひ

常語を巧みに使って細部まで観察し、自

トレーでなく差し出されたるつり銭
に手の温もりが伝はる接客

律儀な秩序がうれし
ここでも飛躍と比喩の作者の見事な作

一首目は農に携わる者の手の感触で穂
に四句切れ倒置の歌で、面白味を見せる。 孕みを測るのであろう。二首目は外出自

品世界を見せられた。一首目二首目とも

近ごろは高くなりたる天袋椅子に上

◇井上法子作品「籠る日日」

毛布をかけつ

活舌の悪き夫が何か言ふ相槌うちて

かに秋となる庭

ほととぎす秋明菊に酔芙蓉ありて静

目のここでも新コロナウイルス予防の影

無い精神と相俟っての発露である。三首

粛のなか、時間はたっぷりとあり、勿体

がりて物とりてをり

◇稲津孝子作品「広辞苑」

る。

身のものとしている作品が多く見られ

表題に副った作品は挙げ得なかったの

て揺れる散歩の道辺

秋の陽にススキの若穂は金色に光り

◇伊澤直子 ☆作品「野紺菊」

冬 雷 2020

踏み台と手摺を付けて一人にて入浴

知った息子さんの言葉がおもい。

明日があるつて良いことだよね

「また明日」おやすみの後に子が語る

◇村上美江

手作りのマスクと手紙が娘さんより送

て来ぬ手紙とともに

なくなった寂しさが伝わる。

伝わり結句の「一にぎり」に摘む量の少
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響。つり銭も手渡しされない接客ルール。 かの疑問視する面白さ、個体差があろう
天井まで届けとあぐる紙風船かぞへ

宅配の人の汗をねぎらふ
唄にてひとりのあそび

◇卯嶋貴子 ☆作品「新型ウイルスと生活」 が方言は使わないだろう。三首目は季節
幾たびか春の嵐の過ぎゆきて残るさ

お隣に向ひに配る小判草「小判です
味がある。二首目は野外であれば「天ま

の移り変りを捉えている。秋はそこまで。

よ」と揺すりたりして
でとどけ」になろうが室内の遊びであれ

◇江藤ひさ子作品「庭の黄鶲」

世の中は知らないことにあふれてる
独り生えのトマトを一つ収穫す庭に
ば致し方なし。幼少時の友との遊びなど

白梅の花弁散りて萼になり三月一日

高齢になりて知ること多し
程良しそれの熟れ色
を 思 い 出 し な が ら 上 げ て い る の だ ろ う。

われ喜寿になる

赤と白いつものところにいつものよ
墓掃除さて置き先づはかたつむりス

は「揺すりたりして」に動作が見えるよ

三首とも動きがあって面白い。一首目
桜のさまが感じられる。

葉陰の桜はよく詠い出している。名残の

一 首 目 の「 ひ と 」「 人 」 の 言 換 え に 妙

くらの見ゆる葉陰に

うに季を忘れず彼岸花咲く
マホに撮りつ二押し三押し

白梅の歌、「萼になり」「きじゅになる」
ことを言うのではなく体力面を言うので

も収穫というのであろうか。三首目は結

生えて来たのを言うのであろうが、これ
た勤務形態も大いに変化を見る。下にテ

ルス感染予防の対策として取り入れられ

ここ数年の勤務形態で、新コロナウイ

◇大塚雅子 ☆作品「変容」

節理に感心する。
句の「二押し三押し」が決まっている。

顔の七分マスク覆へどやつぱりねえ
レワーク・在宅勤務の背景が見える歌三

立ち上げた立派な人である。表題に副っ

を投じて障碍者施設「ねむの木学園」を

駄箱の中で場所を占めたり

テレワーク続きて履かぬヒール靴下

ワークになり体重減りたり

夕食の食べる時刻の定まりてテレ

首を挙げる。

憶とわづかに違ふ
た 作 品 は 見 ら れ な い の は 残 念 で あ る が、

表題の固有名詞は俳優から転身、私財

◇大塚照美作品「宮城まり子」

をさまらぬ暑さの道に信号を待つ間
一連から左の三首を選んだ。

なっているのか自信が持てない。体言止

当なのだろうか。私などどんな顔つきに

人生が顔に出るとよく言われるが、本

日に一度ひとを褒めよといふ記事に

いが及び待ち望む態の歌である。

れ、浜木綿の花の表紙絵の合同歌集に思

岬の巡りに咲いている浜木綿に触発さ

る様子が見えてくる。浜木綿の歌は室戸

在宅の社員の増えて一律の定期代支

かされた。蜩の歌、方言を使うのだろう

「時刻の定まり」が健康的になったの

◇川俣美治子 ☆作品「また一年が過ぎて」

給は廃止されたり
か、これが良い事だったのかどうか判断

め表現の多い作品の中ここでは活きてい

二首目は小高い丘を駆け回って遊んだ
思い出を懐かしむ様子。

人の静かな夕暮
頭上には青のキャンバスうす桃の桜

の小さな変化が嬉し

賑やかに蛙鳴き出し梅雨に入る季節

のトンネル春の大作

プ咲く」の幸せ色の表現が希望の色と感

三首目は、下句の「黄色のチューリッ

穏やかな晴れの一日終わる時夫婦二

よ う。「 人 生 歩 み た る 」 と 自 信 を も っ て

二首目は、居場所が定まって疲労回復
三首目、コロナ禍の下社員も会社も大

をしていようか。
変 で あ る。「 変 容 」 一 連 は 仕 事 絡 み の 作
品の多いなか、下の様な気分転換の歌が
宇都宮に来たのであればと欲張りて

あって楽しめた。

が映し出されている。

この一連は落ち着いた詠みぶりで生活

じられた。
全体に固い感じのする歌が多い中から

梅雨時の貴重な晴れ間に布団干し在

一首目、老夫婦の穏やかな生活振りが
そのまま詠い出されている。それは尊い

右の三首を選んだ。
鈴虫の鳴き継ぐ道は登り坂行けば遥

◇川上美智子 ☆作品「浜木綿の花」

三首目は季節ごとの変化に楽しみを見出

口語の歯切れよさが感じられた作品群

して一年を大いに楽しむ姿が見える。喜

運河背に記念撮影それぞれの人生歩

浜木綿の花咲きいたる室戸岬に思い

掘り出すじゃが芋ごろごろ

た て て の 鑑 賞 は 素 晴 ら し い 発 想 で あ る。

がそれである。桜のトンネルを絵画にみ

でいられる結婚記念日

みたる十人の顔

を馳せる合同歌集表紙絵

蝉追ひ駆けし彼の日はいづこ

幾棟もマンション建ちたるこの丘を

めでたきは四十七年の積み重ね夫婦

一首目の歌は、峠道を連想させる歌で

びを表して素晴らしい。

事である。それが掉尾の歌に表れている。

ある。次の歌は農作業の農夫も、それを

かに水平線見ゆ

見ている作者も収穫の喜びを共有してい

振り下ろす鍬はごっそり土掬う農夫

見えぬ敵コロナに脅える自粛の日庭

であった。

作品展望

に黄色のチューリップ咲く

◇大野茜作品「日々思ふ」

宅勤務のありがたみ感ず

餃子三皿とライス注文す

言い切っている。

は推測するしかない。

一首目は「やつぱり」の副詞遣いが活

みあぐるゆきあひの空

蜩に方言ありやふるさとに聞きし記

白髪の紳士に席ゆづられつ

◇内垣米子作品「線路の音」

な の で あ ろ う。 三 首 目 は 自 然 の 不 思 議、 う だ。「 独 り 生 え 」 と は 種 を 蒔 か ぬ の に

あろう。年を取って初めて実感すること

の重ねの面白さがある。二首目は知識の
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二
ろに個性があり、明るさがある。

を「エンジンかけて」と表現されたとこ

四元号生きたる夫国難と言はむウイ

添ってくれる。

こ の た び「 年 鑑 」 の 自 選 合 同 歌 集 よ
てほしかったという願いと、いや、この

だ ろ う か。「 夫 」 に 今 も こ こ に 一 緒 に い

することをいったい誰が想像しえたこと

かもしれない。きっぱりとした「それだ

活き活きとした植物の様子に励まされる

と に 目 を 向 け る の も 良 い か も し れ な い。

もある。そんな時は身の回りの小さなこ

生きていれば思うようにいかないこと

作品展望
◇齋鹿ミヤコ
喜んでゐるやうに葉をのばしたるオ

ルス知らずに逝きぬ
ウィルスの蔓延からもう一年以上が過

り、作品二欄、その中から次の十二名の
状況を知らずに済んだのは幸いだったか

ブレイクあずさ

方々の「作品展望」を担当させていただ
もしれないという慰め。どちらも理解で

リヅルランよそれだけでよし

くことになりました。昨年より四首増え
けでよし」が効いている。

ぎてしまった。世の中がこのように激変

て、ますます読み応えのある自選三十首
きて切ない。
青信号に横断歩道を駆けぬけるいた
ナガミヒナゲシは我が家の庭にもはび

つ咲きつ咲きつつ咲き続けをり

ひとところナガミヒナゲシふるへつ

◇児玉孝子
ち一匹無事に年越せ
こっているが、この歌を含む四首のおか

か。それが大きな課題でした。ここに各

げで少し親しみがわいた。「ふるへつつ」

で見つめいる作者の様子が伝わってくる。 に 可 憐 な 花 が 風 に な び く 様 子 を 描 写 し

心地よい疾走感を持った歌。野生動物

結句の「無事に年越せ」に人情味がある。 て、下句ではその旺盛な繁殖力を表して

の す ば し こ い 動 き と、 そ れ を 固 唾 を 飲 ん

親孝行と続けて来たる歌の道いま役

☆

に誘わる台風あとに

ばあちゃんでかけようかと定休の孫

◇早乙女イチ

い る。 こ れ で も か と 重 ね ら れ る「 咲 き 」

野菜も雑草も大いに育つ夏の作業には

が面白い。

限りない。ついくじけそうにもなる自分

夏野菜の勢い伸びるに己が身にエン

それぞれだと思うが、この歌に共感を覚

ジンかけて畑へと向かう

える人はきっと多いことだろう。私もそ
を鼓舞して出かけて行くという。その様

三十首にはこの「ばあちゃん」に始まる

「 ば あ ち ゃ ん 」 と い う 呼 び か け だ。 自 選

かな響きから一転して訪れる静けさが印

ことが結句で明かされる。前半のにぎや

揚が、実はもう遠い過去の出来事である

「浴びつつはしゃぎつつ」に伝わる高

ば い つ し か 気 持 ち も 晴 れ て ゆ く。 言 い

う。だがすっきりと澄んだ空を見上げれ

らく雨のせいばかりではなかったのだろ

「 こ こ ろ の 靄 」 が 生 ま れ た の は、 お そ

ろの靄を払ひて青し

続く雨やみて晴れたる今日の空ここ

◇鈴木計子

歌が三首ある。そのほかにも作者と家族
象に残る。

最上川下りの想い出遥か

の交流の様子を伝える歌が続くのが特徴
◇佐藤靖子

切った結句が清々しい。

ばあちゃん梅の花見に行くかいと誘

宇宙ステーション見ゆると西向く人

ゴも夜景も梅の花も、ともに楽しむ家族

ま飛びつく大勢の人と、ぽつんと月を見

れていたのだろう。最新の話題にすぐさ

宇宙ステーションの出現は広く報道さ

ている。海をめくるという表現が新鮮で、

的な風景と移る季節が色彩豊かに描かれ

海と見渡す限りの花畑を配して、開放

群青の海をめくれば一面にコスモス

がいるという幸せ。この歌の弾むような

ているひとりとを西東と対象に配置して

言葉に対する鋭いセンスが感じられる。

群に東を向きて満月を見る

調子からは笑い声まで聞こえてきそう

いる。周囲に流されない作者の人となり

探しゐるペンのキャップが古語辞典

広がる今日より九月

で、心が和む。

を見るようである。

書斎から微かに聞えるギターの音晩

◇佐々木せい子☆
年の夫夢に立ちくる

は現実ではなく夢の中で聞いたものだろ

だ歌が集められている。このギターの音

ように、今は亡き「夫」を懐かしく詠ん

寂しさがしんと浮かび上がってくる。「な

器用な猫のいたずらに手を焼いた日々

果であろう。「こんなところにあったの」

で 事 実 の み が 淡 々 と 綴 ら れ た と こ ろ に、 カバーの函、古語辞典という具体性の効

も過去のものになってしまった。下二句

というため息が聞こえてきそうなところ

した物語になっている。ペンのキャップ、

日常の些細な出来事が実に活き活きと

のカバーの函よりころがりて出づ

うか。夜半にひとり目覚めて、亡き人を

がく生きて」可愛がられた猫だったのに

ながく生きて死にたり

思うやるせなさが伝わってくる。

がまた面白い。

急流にしぶき浴びつつはしゃぎつつ

違いない。

「あじさいの季の想い出」の題にある

電源を入るるはわれの他に猫その猫

◇髙田和子

こちらも自然体の歌である。フラミン

う長男家族で行こう

だ。「でかけようか」が何とも優しい。

この歌の大きな魅力はなんといっても

の 一 人 で あ る。 短 歌 は 孤 独 な 心 に 寄 り

という。短歌の世界に入るきっかけは人

歌を詠むことが心の支えとなっている

に立つひとり居の日び

◇神津早智子

ます。

二首ずつ、感想を述べていきたいと思い

☆

です。作者が自ら選び抜いた作品。そこ

冬 雷 2020

に凝縮された想いをどこまで読み解ける
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に何か伝へたくなる

風にただ流さるる雲の急ぐとき誰か

かのように、ひたすら夏の空を見つめて

勢いがあり、そのエネルギーを取り込む

い。「立ちのぼる」「ぐんぐん伸びる」に

らは手術前に詠まれた歌なのかもしれな

る心がにじみ出ている。

写しとりながら、親子を暖かい目で見守

に波に揺られている。見たままの光景を

のだろう。家族全員揃ったところで一様

「静かな店内」とあっさりと言い切っ

足遠退き静かな店内

コロナという言葉を耳にする度に客

☆

雲の速い動きは時間の流れを連想させ

時計の針は規則正しくカチカチと我

◇永野雅子

る。 下 二 句 の「 誰 か に 」「 何 か 」 は そ の
深まる孤独が表われているように思う。
が人生に無関心見す
病室にあってひとり眠れぬ夜を過ごし
その容赦のなさに、じりじりとした不安
で着手した新しい試みが軌道に乗ってい

ブレイクする」が示すように、逆境の中

でもタイトルの「ワインコイン中華弁当

ている。やけに大きく聞こえる時計の音。 ているが、その奥には詠嘆がある。それ

☆

や焦燥が生まれている。

ただそこにあって、春の陽光を一身に
◇長尾弘子

ている。前半の補助金、申請書類という

ンデミックにおける店主の闘いが詠われ

一首目に続いて、こちらの作品でもパ

時半眠き目擦りて

補助金の申請書類を記入する午後十

るようだ。

受けている菜の花。その揺れる様に慎ま
近づける春に向かいて白梅の咲く道
を行く髪を切らんと
春の気配を感じる頃に髪を切りに行く

節の変わり目は気持ちの切り替えどきな

ら れ て い る の が 面 白 く、 印 象 に 残 っ た。 われている。倒置法も効果的である。季

という軽やかな主題が、リズム感よく詠

細やかな描写も、濡れた網戸からのきら
う人間的な動作に転じたところで、作者

という具体性の作用も大きい。

せ ら れ る の で は な い か。「 午 後 十 時 半 」

でいる。子は親の後を必死について行く

を 一 首。 作 者 の 思 い 入 れ の あ る「 寂 し 」

タイトルは「マスクして」だが、この

クを外せば涼しさのあり

梅雨前の晴れのひと時吹く風にマス

か。

して一首を別に作っては如何でしょう

を 使 う の で あ れ ば、「 夕 べ 」 の 抒 情 歌 と

カンゾウソウの発見が良いです。

船の行き交う水面に鴨の親子が浮かん

親鴨と八羽の子鴨ブイの上船の通れ

硬い単語の連続が、後半で目を擦るとい

☆

二

の苦労が読み手の身近なところへ引き寄

のかもしれない。

◇豊田伸一
立ちのぼる入道雲は青空に輝きなが
らぐんぐん伸びる

作品

長い闘病生活にあるという作者。こち

作品展望

中島千加子

眼差しと語り口調に優しさは充分わ

◇「笑顔の行方」

かなかったの歌が多い。目は口ほどに物

光

を言う。マスク越しでもまた、語り口で

高田
かるマスク顔でも

作品二欄の十二名の作品評を担当しま

コロナ禍の中で、マスク越しに気が付
す。作品のうち、二首を選ばせていただ

マスクを外す解放感を梅雨晴れの吹く風
に 喩 え た こ と は 納 得 で す。「 マ ス ク 」 ＝

中村哲也

埒外に勝手して生く

気がつけば思ひもよらず存へて世の

野村昭一郎

あ る。「 外 せ ば 涼 し さ の あ り 」 に 解 放 感

コロナ禍の記録の一つと写真撮る中

◇「マスクして」

昔話として語りたいものですね。

こ れ も 前 向 き な 方 向 転 換 で す。 本 当 に、 ◇「頃日抄」

に 悔 や む の で は な く「 記 念 の 一 つ 」 と、 があふれています。

コロナ禍のイベント中止をネガティブ

防御でもあるが、同時に自粛の象徴でも

も十分伝わると前向きな歌です。

で作者も思いがあるとおもいます。もう

☆

一首は評者の好みというか、納得したも
のを採らせていただきました。
永光徳子

大輪の芍薬の花盛りすぎ露の重みに

◇「小さな生きもの」
崩れて散りぬ

して」といふ言葉遣いも素晴らしい。埒

作者は、漢文の素養があるのでしょう

外ではなく、中央を堂々と生きましょう。

無きヤブカンゾウ咲く

長雨に庭の手入れを怠ればある筈の

露という対比を措いているのであろう。

う と 読 者 に は「 陽 」 に、「 夕 べ 」 と い う

として素晴らしい。ただ「照らす」とい

中なのでしょうか。菜の花と夕陽、情景

「道端にひと群」というから散歩の途

取られる。自由にとは言わないで「勝手

ず」に作者の飄々ととした生き様が感じ

に は 同 感 で す。「 気 が 付 け ば 思 ひ も よ ら

な の か。「 存 へ て 」 も 少 し 硬 い。 歌 の 意

か。「 頃 日 ― ケ イ ジ ツ 」 な の か、 こ の 頃

と陽も落ちかかり「陰」に受け止められ

道端にひと群咲ける菜の花を照らす

作者の詠う「小さき生きもの」の中に

る で し ょ う。 ま ず は、「 照 ら す 」 情 景 歌

夕べの光の寂し

はメダカも入るが、庭の花々も小さきも

晴 ら し い。「 花 盛 り す ぎ 」 と、 い わ ば 触

作品展望

の と し て 捉 え た。「 あ る 筈 の 無 き 」 ヤ ブ

れば落ちる状況を背景に、大輪と細かな

「露の重みに崩れる」という着眼が素

止が決まるライブのチケット

きました。一首目はタイトルに絡むもの

冬 雷 2020

ば大きく揺るる

めく星座への連想もユニークである。

地味な日用品である網戸に焦点が当て

にまたたく星座のごとく

夕立の後に残れる網戸のつぶ日差し

優しく」なるのかもしれない。

しい幸福を見出だして、人は「限りなく

しくなりて野の道あゆむ

菜の花の揺るるを見れば限りなく優

◇戸部田とくえ

止 め ら れ ぬ 時 間 の 中 に 独 り 立 つ 作 者 の、 いる姿を想像した。
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釈が微妙です。私は鳥の声はするが。人

聞こえず鳥の行き交ふ」この「声」の解

朝 焼 け の 情 景 が 見 え て き ま す。「 声 は

聞こえず鳥の行き交ふ

朝焼けてまだ明けきらぬ街の空声は

ではなく「ぬくもり近く」する方策を期

どうだったでしょうか。「ぬくもり遠く」

は時間の経緯で使いましたが、果たして

水」の場面転換に使われています。今回

代女の俳句では「とられて」は「もらい

かという事になります。有名な加賀の千

います。コンドルですから草原ではなく

サイモンとガーファンクルの曲だと思

◇「昼の月」

中の「私」を詠んで頂きたく思いました。

な農事行為です。やはり具体的農作業の

山 岳 な の で し ょ う が、 私 も「 そ を 好 む 」

吾が好むそを歌ふ曲

草原の空とぶコンドル見し事のなき

古嶋せい子

の声は聞こえないと取りました。人が起
待します。電話、文通、誌上歌会とか。
☆

◇「歌ひとつ」

作者の実験的歌でしょうか。短歌とい
して厚みを変え「まるめる」のですね。

れるぞ」は、人の寝姿・仕上がりを想定

作者の実感でもあるのでしょう。「生ま

「くるりまるめて」が母の口癖であり

てています。昼の月は水蒸気、地理等が

ん。「 見 上 げ た る 空 」 と 無 意 識 を 言 い 当

月を見るようには昼の月は意識されませ

作者らしい的確な情景描写です。夜の

紛るる程のはかなさ

見上げたる空に残れる昼の月くもに

ので採りました。鳥瞰図という言葉があ

うより散文です。何度も詠み込んでいく
まさしく「うまれる」のであり、お母さ
多いと一層ぼんやりするそうです。そう

ります。鳥になった気がしますね。

うちにリズムをつかみ「昭和のにおい」
んからの技をうまく表現されています。
すると雲に紛れる程に、まさしく「はか

手を添えて「くるりまるめて生まれ

を感じ、採りました。さてさて短歌にす
草を引くわたしが私であることを歓

るぞ」布団作りし母の口癖

藤田夏見

きだす一瞬の間を歌にしたと思いまし
☆

た。
廣野恵子

るには視覚的に小径の上の落葉、風のな
びおりぬ歌ひとつ湧く
松居光子

すから、この「とられて」の使用がどう

を孫らに喰わせられぬ残念さが結句「遠

です。甘さが違うと。もう一つは、それ

て難解です。本来「草を引く」は具体的

ます。

言わないでそれを堪える作者が浮かび来

の だ と 思 い ま す。「 目 の 霞 」 で、 涙 と は

鳴き続ける鶯への応援歌です。鶯を春

鳴き続けたる夏のうぐひす

「老鶯 」といふ語は相応はぬ力一杯

◇「家居の日日」

なく」映るのでしょう。

い周りとすると、できるかも知れません。
農作業にいそしむ作者です。里山、田
の歌、漬物の歌など楽しんでおられる。
タイトルに沿って、この歌にしましたが、

鳥（季語）としたから、夏に鳴く鶯を老
き」に滲み出ています。

のため生きる」とかつてわれ言う

自らが選べぬ「生」を子は背負う「子

鶯としたのでしょう。夏には、里近くに

☆

近づいて本鳴きするにも関わらずです。

操

〈どっこいしょ〉くつろげそうな居

矢野

◇「消えない言葉」

〈 ど っ こ い し ょ〉 い か に も 寛 げ そ う な

ら「有り難う」への気持ちの転換を「か

気付き始めたのでしよう。悲壮な決意か

は、子供から生き甲斐を貰っていると、

「子のためいきる」という悲壮な決意

名前ですね。ここに固有名詞を置いたの

酒屋の名赤信号に看板みつむ

朝毎にスマホのアラーム知らせくれ

が正解です。しかも信号待ちという日常

スマホを操り日々テレビ体操でお過ご
す。

し な ら ば、 コ ロ ナ 何 す る も の ぞ 、 で す 。 に 歌 の 素 材 を 見 つ け 出 し た の も 流 石 で
ス マ ホ の 日 程 管 理 で、 散 歩、 公 園 の 草 花

お茶漬けにつけ物好きの母だった
「朝

います。母としての力強い転換点です。
吉村昌子

社 交 的 な 作 者 な の で し ょ う。「 窓 開 け

道を行く友が手を振りくるる見てわ

◇「日にち楽し」
「朝がおいしい」にお母さんの気持ち

がおいしい」消えない言葉
が出ています。お茶漬けを食べるたびに、

て 両 の 手 」 で 応 え て く れ る の で す か ら、

松本英夫

の 写メール等外歩きも 目 指 し て く だ さ い 。

躑躅褪せ石楠花の叢にほひ立ち「ス

友も手を振りたくなるのでしょう。
て来たりわが庭うちに

公園で子等に追はるる紋白蝶のがれ

れ窓開けて両の手を振る

テイホーム」のしづかに続く

あるいは朝食のたびに思い出すのでしょ

☆

うか。朝食の度に思い出されるお母さん
◇「有難う」

「有り難う」の言葉に、我々が計り知

すわが眼の霞が今日も広がる

楽し」に違いない。

にとっては友達みたいなもので「日にち

い。椋鳥、烏、蝶、騒音の飛行機も作者

紋白蝶の追われる様子が分かりやす

れない親子のコミニュケーションがある

「有り難う」明るく答えてお茶を出

横田晴美

我々がステイホームと押込められてい

ひとつには家庭菜園の出来栄えの自慢

のきうり孫らは遠き

明らかに甘さが違ふ初生りの我が家

示し、淡々と詠み進めています。

の言葉で時間経過を「しづかに」として

いる。その様を「褪せ」と「にほひ立ち」 も幸せですね。

ようが、自然は、周りの花々は移ろって

◇「しづかなる季」

つて」という短い言葉で巧みに表現して

テレビ体操日課となりぬ

でありましょう。

あります。我々も巧みに詠い上げ老歌人

別の辞典には、夏に巧みに鳴くからとも

のだと思います。だが夏も取られていま 「わたしが私である」ことは文学的すぎ

「春をとられて」という実感はそのも

しき友のぬくもり遠く

コロナ禍に春をとられて夏となる親

「昭和のにおい」は難しいかも。

におい林の小径

雲なき空風吹かぬ昼落葉積み昭和の

◇「七十七歳の一年」
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作品
井上
石渡静夫

菅子

三

☆

禁煙十日目と言ふ

こともあるが、世の中の難しいことから
物静かな優しい母親像が見える。

険 し き 顔 も、 禁 断 症 状 の 一 つ だ ろ う。 離れ、静かに暮らしたい心境だろう。
次の歌も心に残った。
原点の『二十四の瞳』再度読み子ら

向けて、禁煙の厳しさを妻の側から詠む。
と過ごしし日々なつかしむ

「 僅 か な る 事 」 と、 些 細 な こ と に も 目 を
退院の母を散歩に見守れば流れにの
小田原禮子

水道水も柔らかく感じられた、という

口の水も春の水かと

はうれんさう根を洗ふ水柔らかに蛇

◇舫ひのスワン舟

もや

りゆく花びらを追ふ
退院した母が、外の風景を楽しんでい
る、と単純にとっていいのか。下の句は
法要の経を読みつぐ口紅の赤き尼僧

行く末を重ねているのか、美しく深い歌。

句の丁寧な所作が、目に見えるようだ。

春の捉え方に、主婦の感性がある。上の

墨染の法衣は、俗世を捨てた証ではな
八月と九月の欄に書き込みぬ中止を

延 期 だ ろ う。 暦 の 呈 示、 内 容 の 呈 示 で、

言うまでもなくコロナ禍による中止と

二件延期を二つ

☆

かったか。移り変わる世を嘆く思いが伝
小嶋知葉

人住まぬ家の庭なるあぢさゐの毬の

残念な思いが読者にもよく伝わる。
どれにも日のあたりをり

晩年の母は静かにほほえみて「難し

察は非凡であり、情景の伝達がうまい。

ところまでは誰もが詠める。下の句の観

人の住まない庭にも花が咲く、という

い話はもう駄目」と言う

言って、感動が強く伝わってくる。

び と 発 見 が、 栗 の 芽 柿 の 芽 と 具 体 的 に

新芽に触れて、硬さの違いを知った喜

めてに知る硬さの違い

栗の芽と柿の芽吹きにそっと触れ初

◇一房のぶどう

わる。赤き唇で青年僧など惑わすなかれ。

にわが落ち着かず

「 き ら き ら と 」 は、 い か に も 春 を 告 げ

井上槇子
老齢になると、思考力が衰えてという

早朝に茶を飲みながら父思う鉄びん

小林貞子

僅かなる事にて険しき顔となる夫は

「 荒 廃 を か た じ け な し 」 に は、 作 者 の

カタカタ囲炉裏懐かし

のだろうが、朝茶からつなぐ父への思い。

愁をそそる。今はポットから注いでいる

父を偲ぶ光景が、一つ一つ具体的で郷

◇川辺の家

ハモニカの傷痍軍人もの乞ふを大人

人柄をみる思いがする。先祖は夫の先祖
ワイパーでは掃ききれぬ雨対向車の

であれば、立派な嫁の行いである。
人も見えずにスピード落とす

雨やみて後の外気の涼しさよミカン
の葉先に雫が光る
体感と視覚から捉えて、雨後の気持の
よさが詠まれた。ミカンの葉先と、細か

須藤紀子

コロナ禍を知らずに母の逝きしこと

武田清一郎

八本も根を張るまでの年月は、平坦な

円形ならず

逞しく八本の根の張る樫の幹単純に

◇庚子の歳

気持も軽くなる。結句が爽やか。

朝 日 の 効 用 で 身 体 が 軽 や か に 動 け ば、

登り夏の始まり

軽やかに身体が動く心地良さ朝日が

い観察の行き届いたところが光る。

の顔火照らせて

八月の神社掃除に集ふ人マスクの下

て存分な別れができた幸せもわかる。

親者のみというから、存分な見舞ができ

もままならぬと言う。葬儀にしても、近

コロナが流行してからは、病院の面会

幸せなりと思ふこの頃

◇この空にまた

確で、結句は安全に対する動作である。

雨の猛烈さを詠んだ上の句、状況が適

の隙間」である。戦後の痛みを風化させ

佐藤幸子

暑 い 八 月 の 掃 除 の 様 子 を 表 し た、「 顔
」 ある。そのうえ今は マ
、 ス
火照らせて で

みな日だまりに

山羊の墓十年前の犬の墓新たな墓も
「みな日だまりに」に、心救われる。

そんな日にコロナの感染者が出たという

◇スマイル

☆

百姓の先祖に田畑の荒廃をかたじけ

髙藤朱美
なしと夫と耕す

暗いニュース。明暗の対比に感性をみる。

小銭でも塵も積もれば、である。人間

まれぬ子ら溢るる世界

小銭など些少なれども寄付したり恵

では、単純な円形のままではいられない。

連翹の黄の明るさは、目を瞠るばかり。 クをしてだから、結句の重みが物を言う。 歳月ではない。人間も逞しく根を張るま

に感染者出る

鮮やかに連翹の花咲き盛り今日山形

◇丸茄子ひとつ

話のすぐ隣に住む作者が羨ましい。

に、直と見詰めるきつねである。おとぎ

きつねと人間の境界が無いかのよう

を問ふがに姿崩さず

藪を背に直と見詰めて来るきつね物

詠まれ、涼やかな生活を想像させられる。

ない。快適な夏を迎える準備が手順よく

季節ごとに、暮しの中の仕事に切りが

洗ひ玻璃戸を清む

花過ぎて夏を設らふ手始めは網戸を

ないためにも、詠み継ぎていきたい事柄。

子供心の恐ろしい物見たさを表す、「足

の足の隙間より見し

◇宿根木

切な物は買わない気持、同感、同感。

の必要な人。分解に手間どるような不親

電動ベッドの必要な人は、高齢か介護

は絶対買わぬと決める

分解に手間どる電動ベッド見て我等

を変えた視点に注目。

ちが直球で伝わる。コロナの歌でも角度

危機意識のない棒読みに、批判や苛立

の棒読みの声

外出の自粛協力呼びかける防災無線

れる風格と景の広がりを見せる。

る明るさ。坂東太郎の異称は、堂々と流

東太郎ひがしへ流る

きらきらと水面は春を告げながら坂

◇我が郷土
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愛 に 満 ち た 心 は、 常 に 世 界 を 見 て い る。
達のように話しかけ、秋風の中孤独がひ

冬来る前の庭仕事。野鳥にも家族か友

野鳥に言葉をかけて

カンボジアの子らの瞳が忘れられない。
しひしと伝わる。

☆

も咎められない自由。独り暮しのさみし

早朝からドアを音高く閉めても、誰に

遠慮もいらない暮らし

早朝にドア閉める音ひびかせて誰に

節分に庭の福寿草はや咲きぬ雪の積

立石節子

枯葉散る季節となりて忘れ草亡き友

さと自由を、
遠慮がいらないと表現する。
忍び苗植え付ける

賢い手仕事があった。木綿は肌にやさし

九十六の母正しい情報

い。袖は米穀屋で浴衣がいきいきとする。
「岩手だけ感染者が無い県だよ」と
九十六歳だから、他の情報は正しくな
いのもあるだろう。コロナの報道に敏感
中平節子
☆

なのは、高齢者も同じと詠む。
◇絆
夫の介護二十五年を振り返る花なら
ば咲いたり又しぼんだり
介護の二十五年はとても長い年月。苦

田植え機に慣れぬ息子の植え方は曲

できた方なのだろうと、頭の下がる思い。

忘 れ 草 の 正 体 は、 藪 萱 草 か 勿 忘 草 か。 労 の 数 々 を 花 に 喩 え て さ ら り と 詠 ん だ。
いずれにしても、友を忘れない形見の花
がり曲がりて見とれる吾は
「 曲 が り 曲 が り て 」 に 臨 場 感 が あ り、
退職して農業一年生の息子さんだろう。

面倒と思ふことから先に決め確定申

秋彼岸黄泉の国にも曼珠沙華いま真

心 配 で 見 と れ る 姿 だ が、 余 裕 も 感 じ る。

面倒な事を先に終すか、後回しにする
盛りと妹の声

る様子が見えて嬉しい限りだ。母上の安

冬雷の冊子を何時も読んで下さってい

も真盛りの曼珠沙華、「妹の声」
が悲しい。

岸に間に合わせて咲く。此岸にも彼岸に

彼岸花は暦を知っているように、秋彼

か、その人の性格に依ると思う。私も前

読者も涼しい気分になる。

景品にもらう手ぬぐいで、浴衣にする

す義母の浴衣の袖は米穀屋

いくつかの染め手ぬぐひを縫ひあは

者なので共感させられた。

告済ませて憩ふ

津田美知子

という働きで、季節感とともに鮮明。

三

◇日日是体

電車降り滝にも似たる帰路の雨親し

☆

作品

寧を祈りたい。

母上と父上が同じ病院に入院されて居

作品展望

見はるかす蔵王の山は夕つ日にうす

◇早坂冨美子

母の病室前を一日に幾たびも父が通

られるようだが、この歌にはユーモアが

正之

景色は夕方のほんの束の間薄紫に染まる

ると看護師の言う

瞬間を捉えている。この景色に立ち会え

ある。母上の容態が気に成ってならない

嶋田
紫に染まるたまゆら

今年も作品展望を担当させて頂く事に

父上の鼓動まで聞こえて来る。

雄大な蔵王連山の景色が見える。その
なり作品三欄の自選三〇首の中から二首

た喜びが、生きている喜びが読者の胸に

と言う意見もある。しかし孫の歌は詠み

首だ。人によっては孫歌を避けるべきだ

守る祖母の心配そうな眼差しが見える一

ベッドの上で息子の詠う短歌を楽しみに

◇藤田英輔

向ける視線が温かい。

な時だ、冬ごもりの支度をする獣たちに

山の木の実が不作な時は農作物も不作

む躰を通りぬけゆく
暑かった夏の一日が終ろうとする頃に

病室の母のベッドに冬雷誌八月号に

やがて来るわが家の終焉思ふなりな
すべき数多わが肩にあり
人間には定められた運命があるのだろ
う、長い年月を掛けて引き継いで来た家
が自分の代で終わって仕舞うかと思うと
創業は寛政と聞く菓子舗なり後継者

辛さをお察しする。
なく閉店となる
寛政年間と言えば江戸時代中期で今か
ら凡そ二三〇年程前になる。その頃に創

伺った事はないが、あつみ温泉饅頭の

舗中の老舗である。

母 上 の 入 院 生 活 は 長 い の だ ろ う か、 業され最近まで営業されたと云うから老

栞はさまる

◇本間志津子

響いてくる。
橅の実の不作とあらばこの冬を如何
に越すらむ山の獣ら
自然は時折意地悪になることがある。
それは災害であったり、疫病であったり

たくなるものなのだ。

待って居られるのかもしれない。

飢饉だったりして歴史に記す。

吹き抜ける風にほっとする瞬間を上手く

☆

捉えて気持ちの良い歌だ。

夕暮れの風がブラウス膨らまし汗ば

作品展望

ないのだろうか、おぼつか無い運転を見

お孫さんが自転車に乗り始めて、間が

姿を見守りてゐる

自転車の男孫が角を曲がるまで後ろ

◇西村邦子

を選び歌評を書くこととした。

冬 雷 2020

風のなか草をむしりて枯葉掃く一人

◇谷田律子

付いた思い出。結句に含む思いが深い。

原爆も真っ赤なカンナも、強烈に焼き

ンナが今年もひらく

原爆の一週間後咲いた花真っ赤なカ

に、「滝にも似たる雨」がふさわしい。

を拒むような激しい雨。悲しみを表すの

「 義 」 と 付 く の に 親 し か っ た 姉。 別 れ

き義姉の骨を拾いて

ない、心重たしがよくわかる。

目の力の方が強いのだ。友の願望に添え

口 に は 言 わ な い「 も っ と 居 て 」、 縋 る

重たし帰宅の道は

もっと居て友の縋る目振り切りて心

◇いのちを想う

咲くのは早い。吉兆の黄の花である。

元日草の名を持つ福寿草だが、節分に

らぬ一月過ぎて
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本間菓子店でしょうか。さぞかし無念な
くる。猫がトンボを狙う姿を捉えて微笑

秋の穏やかな庭の様子が目に浮かんで

ことであろう。
うららかな小さな瞬間が切り取られて

ましい作品となった。

再会を誓ひ手をふる駐車場西日の当

いて読者を楽しませてくれる。

る。眼下に広がる街の姿を結句で表現す

高台の見晴らしの良い駐車場が見え

る盛岡の街

しているため、それを防ぐ手段として録
ることで、友と過ごした楽しい時間を読

ひとつづつ名を言ひながら幾日か庭

たまま増えつづけている。
中の草取り除きたり
昭和天皇が「雑草と云う草は無い」と
庭の草の名前をすべて知って居ると云

名言をされたことを想い出した。
う作者に脱帽をする。歌を詠む者として
見習わなくてはならない。
☆

ほしいまま虫に食われて横たわる倒

◇三村幸男

者は感じる。コロナ騒ぎが収束した暁に、
う。倒木は苔生しボロボロになって土に

音機を取り付けるのだが、作者はそれを

気兼ねなく逢える日を願っている様にも
返って逝く。その一体は陽光が射し新し

木のめぐり野の花香る

見える。
九年たつも仮設住ひの人ありぬ心萎
た一首だ。

い命を育てる。自然の摂理を見事に捉え

奥深い山に分け入って詠われたのだろ

栗畑に入るのも先づは電柵を越ゆる

さてどうしたものか、ご一考下さい。

◇水澤タカ子
ゆなと祈る三月
根に上がらぬ確認作業

塗装店はドローン飛ばし写真撮る屋

り不作だったりする。不作の時獣たちは
大震災の爪痕がまだこうして残ってい
今の時代を見事に捉えていて面白い場

る事を改めて思い知らされる。
面を歌にしている。嘗ては梯子を掛けメ

チ ウ ム を 含 ん だ 処 理 水 は 海 洋 投 棄 さ れ、 かけたが、ドローンを飛ばして傷み具合

福島の原発もまだまだ時間が掛かりそ

などを確認していると云う。時代は確実

うだ。現在もメルトダウンしたデブリの

どんな虫が草の葉を食べるのだろうか

く栽培されていれば苦労もそれなりに大

他の原発から出る汚染水は行き場を失っ

虫食いの無い完全な葉を探すのは難しい

きいのだろう。

三密を避けるためか暫く休んでいた太

ものである。枯れて行く水引草と鬼灯の

ジャーで寸法を測ったりしている姿を見

晴天に小菊のゆるる庭の隅赤とんぼ

極扇を再開されたと詠う。今までには無

除去に手が付けられない状態だし、トリ

追ふ猫の手うごく

かった消毒作業が今を捉えている。

に変化している。
家の横の土手の葛花つみて来て玄関

◇三好規子

いる。

取り合わせに季節の移ろいが凝縮されて

窓外に元気に遊ぶ子らを見て一気に

☆

短歌と人との出会いは様々だが、父上

読したり短歌誌「冬雷」

父の死後「思いを歌に」誘われて購

◇塚本節子

病で臥せっている時に聞く子供の声

老ゆる体力を知る

☆

◇山崎

淡い紫色をした花は可憐だがその葛の
蔓は凄い勢いで繁茂し辺りの植物を覆い
尽くして仕舞う。その蔓を玄関に飾ると

ろう。元気な声から必ずしも元気を貰う

は、耳に突き刺さってくることも有るだ

藤さつき薔薇の咲く庭足とめて暫く

の死後に吾結社の「冬雷」に出会って始
められたと云う。このふとした縁からど
が、この先何か良いことが始まる様な気

こんなにも美味なるものか点滴の続
一杯の味噌汁に感動する作者の姿が見

日 本 の 平 均 寿 命 か ら 見 る と、 男 性 で

日は母と同じ日

九十六歳を大往生と人は言うその命

がする。欠詠なく続けられる事を願う。

庭の花草草枯れてほほづきの赤き袋

◇奥山清子

読者の胸に響いてくる。

える。生きている事の喜びそして感謝が

んな人生の展開が待って居るか解らない

とは限らないのだ。

どんな事情で無人の家となったのか解
らないが、庭に植えられた植物は季節が
来れば花を咲かせる。その見事さが人の
☆

世の哀れを思わせる一首だ。
◇安川敏子

念願の太極扇に入会し扇持つ手に力
を込める

更に素晴らしい事に母上の命日と同じ日

九十六歳まで生きられたら素晴らしいが
熟れた鬼灯には独特の美しさと儚さが

の見ゆるこのごろ

歌で初めて知った。検索してみたがかな

云う話は良く聞くが、歌の様な偶然は余

に往生されたと云う。仲の良い夫婦はど

り聞いた事が無い。

ちらかが亡くなると後を追う様に逝くと
むしばめる水引草の傍らに紅き鬼灯

宿っている。枯れてゆく草の中に一点の

色まさりみゆ

灯りを点す姿が美しい。

みつき振り太極扇で汗流し最後は皆

りハードな運動の様だ。ネットで見るそ

で消毒作業

の群舞は見事だった。

太極拳は知っていたが、太極扇をこの

きしあとの味噌汁の味

眺む人住まぬ家

はかなり豪快だろう。

猛

に挿す蟲喰ひの葉も

◇松崎みき子

言うからかなりの面積なのだろう、大き

作者の栗畑には電気柵を設置していると

止 む 無 く 郷 の 生 り 物 を 狙 う こ と に な る。

天候の具合で山の生り物は豊作だった

ことから始まる為事

拒否されているという。

えている様だ。振り込め詐欺事件が頻発

最近電話機に録音機能を付ける人が増

めを聞き流しをり

電話機に録音機能つけよとふ娘の勧

◇益坂順子
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二月号

芳枝

今月の 首
小林

30

て い る も の は 頼 れ る と こ ろ な の で あ る。

取り来て蟬並べしを
後半は御主人の生家が保存されること
になり移築された。式典に参加し改めて

そこに作者の心がみえる。
見る家には様々な記憶が蘇り懐かしむ。
三月号

入りきたる秋の日のした公園に敗荷

◇「寺のくらし」井上槇子

を煽る風の冷たし
こうした身近の自然に向ける眼が作品
の世界を広くしていて読み応えがある。
大方の墓参終へたる秋彼岸机に垂れ
タクシーに乗せ来る媼を気遣ふか山

たる蝋涙削る
の墓地まで運転手ゆく

一月号

原因のわからず続く入院の兄に相撲

◇「兄」鈴木計子
の二場所が過ぐ
寺の紋付く座布団の傍らに信仰深き

桃一顆買ひ来て三人のデザートに名
ばかりにして楽しき夕餉
老に諭さる
預かりて長き骨箱を新年の堂に並ぶ

小正月の鳥追ひ行事に歌ひにしうた

れど引取り手なし
朝まだき米研ぐ水の冷たきにわが身

しが詠まれている。彼岸の間に灯した蝋

住職の妻としての様々な勤めを熟す暮

さながら清まりてゆく

方なのだろう。入院記録をつけて種々の

だろう。或る時はタクシー運転手の優し

検査に耐えている兄との会話は自然に幼

さに感動し、時には檀家の方に未熟な部

一首目、最近は種もなく皮ごと食べら

移築せる夫の家が公開となりぬ金沢

れる葡萄が普及しているが、その手軽さ

湯涌江戸村

燭から溶けて流れた蝋を落とす作業など

まれているが背景を思えば家族三人で食

分を諭されたり、引き取る人の居ないお

も含めて知られない仕事は数多くあるの

べるデザートが心から幸せな夕食として
広縁に立ちて思ひぬ帰省時に子らが

友おもふ北海道は遠くしてウイルス

い頃に戻る。懐かしい歌を一緒に歌う姿

伝わってくる。三首目、朝顔の蔓が探し

平日の慌ただしさを切り替える和室

が髣髴とする。

骨を預かって供養するという寂しいこと

会 い た い 友 の 居 る 北 海 道 は 遠 く 感 じ、

広がる北海道近し

四月号

◇「よしなしごと」佐藤靖子

五月号

う真面目さが個性と言えるのだろう。

かも知れないが、この違いを不思議に思

じられて恐れる。誰もが感じていること

憩 い に な る の は 義 母 に 学 ぶ 抹 茶 で あ る。 ウイルス感染の広がりを聞けば近くに感

時には悲鳴をあげながら頑張る日々の

に居りて抹茶一服

☆

搗き立ての餅を芭蕉の葉に包み母の

六月号

さまを思ひてとほる

蒸しにき吾の誕生日
鶏の首の切られて毟られし羽の散ら

続けているうちにその分野のリーダーに

よく分からないで選んだ仕事に携わり

ろなども面白い。普通見逃されそうな部

子を剥き乍ら米粒の窪みを連想するとこ

その名からの空想も何だか楽しいし、玉

ア ー ケ ー ド の 中 に 在 る 寺 の 門 に 注 目 し、

う。新年を祝う為に鶏を潰すということ

いて祝ってくれた母の心を今になって思

振舞われていたようだ。誕生日に餅を搗

そういえば幼い頃の餅は祝い事などで

ばる我が家の歳晩

な っ た 経 緯 を 振 り 返 る。「 Ｓ Ｅ 」 は コ ン

ま 歌 に な る と い う 感 性 豊 か な 方 で あ る。

◇「道」松本英夫

米粒の胚芽のあとやいま剥ける玉子

アーケード街に門ある月窓寺月照る

消去法にて選ぶＳＥ職

のくぼみあまき白影

内容あまりわからず
顧客から要望聞きて設計しようやく

ピューターシステムの開発・設計・運用

ながら、幼い頃に愛されていたことを温

もあったのだろう。過ぎた日を思い出し
朝のうち買物せむと来たる店開店時

来てしまったりして案外そそっかしい一

たまさかに溢るる笑みの明るくて出

知りたり古き写真に

背後より小五の吾を抱きて笑む父を
面もみえる。

現実生活では開店時間を考えず買物に

かく思い出す一連である。

分に心が動く。

事に奮闘する中で時に落ち込み乍ら成長
してゆく過程がリアルに詠まれていてそ
の懸命さが伝わってくる。
片付けるよりも依頼は多くありどこ
まで行けども減らない仕事

間に思ひおよばず

に携わる技術者というらしい。難しい仕

理解するＳＥの仕事

ちょっとした思い付きや空想がそのま

就職課に話を聞けど「ＳＥ」の職の

特別にやりたい仕事のあるでもなく

◇「ＳＥの仕事」大塚雅子

陰で支える日々が細やかに詠まれている。 この一首に読者もほっとする。

がする。体を使い心を寄せて寺の運営を

いをするというのも少しわかるような気

もなさる。米を研ぎながら身の清まる思

をさり気なく入れて快調なパソコン作業

寄り添う日々が詠まれている。几帳面な

病名の解らないまま入院が長引く兄に

ちさき文字ならぶノートの表題に入

入院の兄と歌ひぬ

まへのベランダに揺る
首は二月号

二〇二〇年冬雷賞を受賞された赤羽さ
んの受賞第一作となる巻頭
に掲載。ご家族の介護をされる日常の嘱

50

の状況を表現する。二首目、さらりと詠

目が丁寧に詠まれている。

院記録と記せり兄は

朝顔の蔓が頼りをさがしつつ暑さの

コン楽楽作業捗る

葡萄の実皮ごと食ひて種もなしパソ

◇ 巻頭 首「折節の歌」 赤羽佳年
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ある。日々のちょっとしたことが掬い取

ようだし切花の日持ちにもそれぞれ差が

どうやらコーヒー好きの仏も居られる

両親に愛された少年は老いて妻や家族
られていて楽しめる。

会ひしころの妻と変はらず

を優しく包む。心配りと優しさが随所に

八月号

が 抜 け て し ま っ た。「 戻 れ ぬ ま ま 」 と し

九月号

た所に伝えたい何かがあるようだ。
ごんづやま

◇「牛頭山のふもと」須藤紀子
裏山は遥かな尾根に連なりて遠く旅
する獣もあらむ
だらかな稜線を見ながらそこに住む獣を

☆

山あいの田圃に男一人居て朝日の中

◇「希望への日々」藤田英輔
に黒点と成る
思う、自由にのびのびと暮らしている様

七月号

鉢の土おほふかたばみこの年の最初

を思わせて歌は穏やかだ。

集落の守り神として身近な牛頭山。な

の花がへりより垂れて
水田は今日の終わりにしっかりと刺

かたばみは植木鉢に勝手に生えている
のだろうがこうした雑草のような花にも
光の中で黒点になってしまう。この捉え
近づけば警戒の声しきりなり鶯はこ

何にしてゐむ

増水し流れ激しき谷川に昨夜の蛍如

山吹が隠れて咲ける土手のなか電車
こに家族持つらし

心を寄せる。

を刺し子模様と見る目も絵画的で美しい。

方が素晴らしいし、植えたばかりの水田

ら れ る の は 結 句 の「 二 人 分 」 で あ ろ う。

朝食だろうか、とても幸せそうに感じ
牛頭山に雲の形の翳ありてうつろひ

生活が蘇った様な懐かしさが漂う。

鶯の暮しにも心を配る。長く忘れていた

雨が降れば谷川の蛍を思い、藪の中の

の風が来たるとき見ゆ
玄米の炊き上がりたる匂いして小振

ない。草叢の中に咲く山吹が電車の風圧

りの目刺し二人分炙る

で見えたという瞬時を見逃さない。夜中
て行く梅雨の晴れ間に
山の上を過ぎて行く雲の翳が大らかに
詠まれていて、牛頭山という響きに読者

一首の中に背景がしっかりと織り込まれ

も親しみをおぼえる。

忘れたか、のみ残したか、炭酸水の気

熱つづき両肺真白の肺炎を患ひしわ

放置した炭酸水の気は抜けて戻れぬ

て広がりのある作品となっている。

な

ままに泡と消え行く

に長々と通る貨物列車の運転手のマスク

まま こ

量投与にて命助かりき

種種の酸素吸入器とステロイドの大

れコロナが怖い

街路灯の古びたるフラッグ見上げつ

十一月号

つコロナに負けないとやる気満つ

☆

つつかぎつつ帰る

永野雅子

◇「ステイホームは高校時代回顧」

草を刈る父に付いて行きたりし野山

商店街のレンタルスペース利用者は

は特に忘れ難いものになっている。幼い

思い出が重なる。紅紫に連なる可愛い花

なった飯子菜に草刈りをしていた父との

好きのお人柄が想像される。タイトルに

身近な山野草が多く詠まれていて植物

営業できない中での苦悩が続くが持ち前

化を図る計画も中止になりご自身の店も

も積極的に活動されている。地域の活性

中華店を営む傍ら商店街のイベント等

コロナ禍で予約キャンセル続く

破裂骨折を言はれ手術うく

六箇月コルセットするも効き目なく

を体験した人の恐怖感が伝わってくる。

分けた日々がリアルに詠まれていて肺炎

した間質性肺炎の苦しさが蘇る。生死を

肺炎を克服した後にも破裂骨折で手術

五〇〇米の地に夫は倒れき

日印の交流協会にてインド旅行の二

を受けることになる。
は二人でサビをきれいにハモる

フォークソングの弾き語りの醍醐味

の明るさと若さで奮闘する。

ステージで曲の合間に語りを入れる

て音楽に熱中されていたようだ。バンド

我のあり受け入れゆかむ

五十歳の半ばより常にわが前に病怪

国する予定のご主人迄倒れてしまう。

妻の看病をすると言ってインドから帰

押しボタン押せば忽ち青になり一人

当時は苦手な人前スピーチ

を結成し文化祭で披露して活躍されたこ

学生時代はフォークソング部に所属し

長生きの願望要素われになし願ふは

び聖書の言葉に励まされゐる

「弱きときこそ強くなる」われは日

感謝を忘れないお人柄も思われる。

とが今に生きて居るのだろう。作品には

のは聖書の言葉であった。

冷静に受け止めてこられた作者を支えた

重なる病や怪我にも心は常に前向きで

少し散文的な処がみえるのでリズムを整

どうやら頼りになる姉がおられるよう

十二月号

えて言葉を整理すれば完成度が上がる。

だ。生活詠の少ない中で貴重な一首。
◇「弱きときこそ」三好規子

で、その信頼の厚さは相当なもののよう

姉より前になること

分だけの為に止まってくれた運転手への

横断歩道では当たり前の風景だが、自

渡りぬ頭を下げて

うになったのかもしれない。

頃の体験から、小さな植物に惹かれるよ

コロナウイルスの蔓延にご自身が体験

にあまた飯子菜ありき

道のへの白粉花を一つとり香りかぎ

◇「飯子菜」内垣米子
十月号

オンシジュームが日持ちしてゐる

仏壇の花と茶とコーヒー替ふる日び

ばならないことへのストレスも感じる。

に思いが及ぶ背景にはマスクをしなけれ

ご自宅の近くに線路があるのかもしれ

手はマスクかくるか

夜深く貨物列車の音去りぬその運転

早朝に田圃で働く男性、朝日が昇ると

し子模様の行列を成す

◇「山彦」高田和子

鏤められている。
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二〇二〇年

青木初子

冬雷集

君子蘭の重き花鉢を引きずり出しオリエンタル百合の鉢と替へたり

弱りゐる牡丹の幹に真白なるカイガラムシのねばねば付きをり
鉢中に根をびつしりと巡らせる金柑枯れる葉を落しつつ
朝と晩遣り水すれど金柑は枝の先よりポキポキ折れる
担当の外科医は慎重抗がん剤放射線治療進められをり
唐イモの灰汁の取れざるプラ袋リサイクルには出せずゴミへと
白木蓮の大き枯葉を積む庭の土をモグラが丸く盛り上ぐ
午前中の一時間のみの体力にプランター二個の土を替へたり
ここならと入れたるそこを忘れたりプラスチックのテレビカードを

思ひ当たる処を探せど見つからぬ残高多きテレビのカード
植ゑ替への期を逸したる君子蘭雨の日長く葉の焼けあらず
家の中に入れたき鉢の君子蘭あまりの重さに呼気を整ふ
君子蘭の三鉢はどれも重たくて縁台にさへ持ちあげられず
吾の趣味は我れ一人にて完結す息子にわざわざ来てと頼まず
一人では運べぬ重き君子蘭庭隅に置く息子来るまで
蠟梅の莟びつしり付く枝を花瓶に生けて香り楽しむ
ムートンの皮の弱りて手に裂ける小き一片捨てる他なし
いろいろな形の五片のムートンの皮縫ひ合はす毛を内にして

ムートンの毛を内にして筒に縫ふふかふかもこもこその中温し
平均の気温の高く暖冬に水仙チュウリップ芽の出る遅し
立春の頃に厳しき寒さ来て漸く出でたりヒヤシンスの芽
一人では通院出来ぬ夫に添ふ煩はしくもマスクを掛けて
足首にゴム編ぴつたり付くズボン脱ぎ着に手間取る見ててイライラ

ゴム編みの布を外して五センチ程裾を上げたり股下の良し
古舘伊知郎の父上と中学同級の父ファミリーヒストリーの取材受けしと

フリージア・アストロメリア・へメロカリス季に合はせ咲く夫の窓辺

放映の予定は三月十六日父に見せたし希望一つ目
体調の崩れし日より持ちゐたる希望三つの二つの叶ふ
暗黙の了解あるらし乗客は座席ひとつを空けつつ坐る
抗がん剤飲みゐる我を案じゐる妹は実家へ行くな行くなと
実家まで車を出してもらひたり息子二人に無理を言ひゐて
その朝もベッドを自力に下りたりと入院拒みし父の意地かな
紫の小花咲かせる蛍草根の浅けれど繁るの早し
蛍草やさしき名なれどドクダミと丈競ひつつ庭土隠す
雨の継ぎそこ此処に咲く蛍草たくましけれど紫清し
一代に築きし瀬田の一戸建て代々売るなと父の遺言
父逝きし四月生まれの匠真君高齢出産の姪の頑張り
納骨の朝食べたり在りし日の父好物のプリンスメロンを
昨夕の雷雨も鉢中潤さぬ葉と葉重なるフルーツトマトは
雷と雨の激しく停電に備へ夕方風呂に湯を張る
鉢底より流れ来るまでの遣水にフルーツトマトはシャンと立ちたり

雨の日の継ぎて葉と茎の緑増せどたわわにならぬミニトマトの実
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山百合の茎細く細く育ちつつ蕾持ちたり日にち楽し
山百合の花のひとつは食卓に飾り部屋内に香りを満たす
降り止まぬ梅雨の大雨に山百合の花の二つは庭に散りたり
交叉路より駅までの歩道に人多く信号待ちにマスクをかける
朝よりぎらぎら暑き陽に干せる蒲団は熱持ち今夜寝ぐるし
午後よりのしばしの雷雨に梅雨あけより熱籠りゐる二階の涼し
中学の同級生と同姓の作品載りをり強くひかれる
山形は夫と我にゆかりあり三十年住む相模原も然り
相模原に相見えしことありやなしや山形に住む鹿野さんと
すぐ近くに落雷ありしか下よりの突き上げる様の音響きたり
雷の放電受けてコンセントにつなぐ家電の全て買ひ換へと
外出をためらふ暑さに冷房を効かせ数独の難問を解く
正解にたどり着けざる難問の数独を解く答見ながら
プランターに何時しか増えたる「たますだれ」九月半ばに白の咲き継ぐ

むらさきの株より零れしトレニアの種より咲けり濃き淡きを出し

八月の暑さに鉢の合歓の葉は緑失せつつ枝を離れる
来る年の花は無理かも鉢の合歓の枝はポキポキ軽々折れる
同窓会の山形支部が置賜へ今年代はるを会報に知る
七月の日照不足にミニトマト茎の細きに実の数少なし
冷房を切れずひと日を部屋にをり照る日の続く暑き八月
朝と夕ジャブジャブ水を与へしが鉢のミニトマト暑さに弱る

赤羽佳年
全開の窓いつぱいに秋立ちて楓の赤が昼楽します

樹の高さ三十五メートル超の公孫樹の木木下を暗くするほど繁る

レンジ湯たんぽ足で押出し目覚めたり明日は啓蟄これまでとする

幹周り五メートルあまりの公孫樹の木樹齢不詳の木札を下げる
万葉の花を咲かしめ人集むこの園にありナデシコの咲く

耳鳴りのいささ煩くいねがてにタイマーたよりイヤホーンを差す

寒の風ひと夜吹き荒れベランダに砂紋を残す朝の陽のした
バスを待つ人は手をすり頬をする列は長長バスは未だ来ず
冬の芝枯れて短く広がれる園の傾りに藁稭走る
半欠けの月槻のうへ白白と冬空晴れて中天にあり
一本の道辺の桜いきほひて所在を明かす日頃は知らず
嘗ての日ため池たりし薬師池鯉を泳がせ亀およがせる
われを揺する小地震に覚めその後を開ける眼のままに楽聴く
冬雷誌どこ開いてもウイルス禍憂ひて詠ふ歌の起ち来る
息ころし住みてゐるにはあらねども息苦しさは三か月になる
外に遊ぶ子どもらのこゑ耳にせずここにもウイルスの禍があり
わが窓に通学児童みえずなり新学期過ぎ既に二か月
いくくみの家族が住まひ団欒の灯り点せど窓静かなり
国内初発以来五か月にをさまり見えず苛立てる日日
人と会ふこともなくなり閉ぢこもる病者ふたりをほつてはおけず

車椅子に食卓に来て三食を摂る子は膝に薬を置きぬ
股関節の手術を迷ふ連合ひの高齢なれば保証はされず
目が覚めて疲れは取れずししむらを無理に立たして眼をあらふ
数年をひとり居の日の全くなく退屈せぬが気の安まらず
身のものを買ふこともなく衢来て医薬品のみ手にして帰る

床の間を持たざるままに老いてゆくわが家といふを持てざるままに

引越しのトラックバックに入り来たりオーライの声ふたたび三度

わづかなる歩道の起伏に乱れたり朝な夕なの買物の足
聖路加にわれを生ましめし母の歳二十六にして昭和十五年なり
十月の二十九日は生日にして皇紀二千六百年佳年の名付く
人類のくくりにわれも入るらしく住民税など引き落とさるる
家の前上り下りの路線バス早朝深夜エンジンの音
画眉鳥は鳴き真似上手と聞き居れど聞き做し知らず今朝もはや鳴く

画眉鳥が叫けば朝は早早と陽が昇りつつまた暑くなる
朝昼を森に頻鳴く画眉鳥は野鳥に非ずと図鑑に載らず
わはわはと大口開けて笑へるはテレビの男ラジオの女
わが詠ふ短き歌の残されてパソコンのなかに気配鎮める
朝昼晩三種五錠を服用し生きてゐること当たり前とし
妻と子の薬を頼み薬局のソファーに凭れうつらうつらす
所々アスファルトの道に窪みあり雨水跳ねあげ車輪がよぎる
小止みなき冬の入りの細き雨傘さす指を赤らめ帰る
明後日は新年と言ひ急かされてベランダの芥掃き寄せて捨つ
初春の朝日は窓に射しながら隣の棟の壁に遍し
昨日に続ける今日の新しき明かりの中にも期待は淡し
鶴見川水際に糸を垂らす人そを覗く人見て通りすぐ
鶴見川源流域を歩かむと思ひ思ひて十年は過ぐ
夏鴨の足掻きが見ゆるほどに澄む上流域に思ひを果たす
源流の湧き口見むと歩に来たり盛りの夏の草叢を踏み
山道の土の感触たのしみて辿りつきたり薬師堂境内

加齢とは減りゆくいのちと同義語かいまこのときも近づく滅び
七月の初めは梅雨の盛りにて空仰ぎつつベランダに立つ
腕まくり袖まくりとも言ふらしく歌詠む者は拘りてゐる
わが窓の下にあぢさゐ項垂れて梅雨のあめなか露をこぼしつ
ベランダのポリのバケツに浸しおく蓮の実ひとつ固きままにて
雨上がり日差しもどりて蒸し暑く芝刈機の音なほ暑くする
温き雨あると思はず過ぎきしが今宵の雨は知らせてくれる
これまでを生き残るとは思はざり父を越え生き母に近づく
暑さには意気地無くなりエアコンの風を頭にあて連日籠る
風邪をひく暇もあらずせはしなく日日ゆかしめてフレイルの域
切抜きのファイルに圧され紙魚出でく粉を散らして形崩るる
入院の妻を送りて帰りくれば腹をすかして病める子が待つ
ひとつ思想を持たなく生きき八十年ここに定まる死の恐れなし
靴下の破れ繕ふと電球に被せて針を刺せる母ゐき
冬雷の古き誌上に表記さるる万歩ウォッチはいま歩数計
憤ることもなくなり諦観はいつからならむ覚えなく来し
気の重くなる歌ばかり読み眠く失礼ながら突つ伏してしまふ
ぬ
たま
寝る魂のなかに疲れて足重く歩く姿が近づいてくる
夢を見ることも稀にて疲れゐるこころとからだ傾ける夜は
夢覚めて脳骨重く起きられず骨壺のみが墓所に送られ
夢あしきめざめのなかによこたはるわれには射さず朝のひかりは

つづきものに夢見てゐしが今朝の夢すでに納骨済まされてをり

を打つ
delete

青紅葉ひるがへりひるがへり枝伸ばし初秋の風をわが目に見する

ああだかうだ煩ひ作りし歌の反古いかす術なく
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赤間洋子
古き蔵の一階はギャラリー二階にてオープニングパーティー皆で乾杯

ギャラリーの主人は老いて元気なし師と共に囲みて記念撮影
油絵と七宝焼きの二人展笑顔忘れぬ奥様に会ふ
番号の順番一箇所間違へて知らぬ会社のＦＡＸ届く
平凡が良し何事もなく一日が終はれば神に感謝して寝る
外食をすること稀な時代あり墓参の帰りのラーメン忘れず
家の埃気にすれば際限なし次々眼につき我を悩ます
病院の待合室に居る患者顔に出さねどイライラと待つ
十余年姑の手作り節料理思ひ出しつつ今年も作る
教へ子より孫誕生といふ賀状来る満面笑みの写真を添へて
三が日過ぎて独居に戻りたる我が冷蔵庫の満杯続く
小寒を過ぎても温き午後なればベンチに憩ふゆりのきの下
暖冬を喜んでばかりは居られない各所に弊害現れてゐる
三箇所を巡りて帰路は疲労覚ゆ歩数計見れば一万歩余り
月に一度歯科医で点検とクリーニングおかげで我が歯は二十八本

この冬は雪なく氷も張らぬ日々それに頼る人等の悩みを思ふ
降らぬ日は遠回りして買物す足の筋力保持するために
電力の無駄遣ひと思ひつつ見てゐないのにテレビつけゐる
同じもの続けて食すも厭はない手作りなれば安全安心
筋力の講話を聴きて試みるしやがんだ後に掴まらず立つ
小さき文字徐々に読めなくなる日々に眼鏡二つを重ねてかける
手作りの惣菜は我が口に合ふそれを楽しみ味はひ尽くす

夏が来てマスク生活身に応ふウィルスとの闘ひいつまで続くや
持ち帰り丼物下げた男性が手にもつ鍵にてエレベーターのボタン押す

久々に築地場外市場に行く外国人無く活気は何処へ
天気予報見るたび日本の上空に居座り続ける雨雲を憎む
今年の夏は盆の墓参を墓石屋に頼めば届く請求書と写真
粗草の茂る様子と掃除して花と線香備へる写真が
夫死して十七年間毎月の墓参の習慣コロナ禍に絶たる
夏休み毎年実施のラジオ体操盆踊りもなき団地の広場
家族増え仕事と家事に無我夢中今住む部屋に我が家の歴史あり
二人の子成長の後家を出て夫も逝きて一人の暮らし
突然の安倍氏辞任の総裁選日本の未来に希望はあるか
選挙する前に総裁決つてをり有利な方に派閥はなびく
野党よしつかりしてと叫びたし合流したら政治は変るか
コロナ禍で展覧会開催不明なれど LINE
使ひて準備が進む
友の指示で作品の写真送ること初めて出来て安堵してをり
大相撲横綱不在の秋場所は若手の活躍新鮮味あり
白内障の手術のために入院す寝てばかり居て腰痛くなる
仕方なくカーテン閉めて体操し椅子に腰掛け音楽を聴く
四人部屋二人の鼾聞えるが我もかくとは分からずねむる
まず左眼手術終りて帰宅する左眼で見る布巾が真白

天野克彦
硝子戸に露つくころとなりにけり手にて拭へば山は青空
二の腕をあらはに物干す人の妻わが気をそそる女人の姿態

進物の粉末だしを使ひ終へ煮干しのだしの味噌汁を飲む
流し雛藍染にした壁掛けを飾りて少し桜餅買ふ
右白内障左緑内障の姉が居り三月三日米寿を迎ふ
独居の姉に祝ひ送りて電話する声に力あれば少し安堵す
イべントが次々中止になる日頃個展中止の葉書が届く
落とす零す単純ミスが続発し老化の証か己を嘆く
作り置きの惣菜数種冷蔵庫にパンも焼きたり家に籠りて
所属するグループの会合開けずに LINE
で実施とメールが届く
スマホ持たぬ会員は我一人なり買換へ時か悩みて居りぬ
久々に親水公園歩きたり子等遊び居て桜満開
新聞の頁数減りオリコミも今日は一枚経済細る
十階の窓より見えるスーパーに入る人少なしコロナ恐れて
血圧が高めの我は減塩の惣菜作る楽しみながら
かかることあと何回できるのか脚立に乗りて換気扇掃除
気がつけば今日も一日喋らない連絡はメールで独居の我は
この数年応募続けし新制作展今年は中止の葉書が届く
朝日歌壇の大半をコロナの歌が占め重く苦しい現実がある
独居故適当であつたが近頃は念入りにする部屋の掃除を
籠る日々菓子でも焼くかと思ひ立ちスーパーに行けば小麦粉が無し

見過ごした作者の思ひ暮らしなど考へつつ読み発見のあり
衰へた視力駆使して型紙を摺り重ね行くけふは三枚
早々と前売券買ひ待ち居たる百済観音展中止となりぬ
都知事選挙告示されるが宣伝カーの音も聞こえず静かな土曜
梅雨寒が続くと思へば猛暑あり上着を着たりクーラーつけたり

胡桃の木枝差し交し山川を覆ひてはやも黄葉してをり
中学校のをんな先生の顔うかぶ何に今ごろ見え来たるかや
万葉の美人のやうな丸顔のをんな先生いかに坐すや
大銀杏黄に輝ける広場にて老い人楽しむゲートボール打つ音
山がらす啼きゆく空の晴れ渡り今朝も飛び行く米軍機みゆ
裏山の雑木ことごと色づきぬしぐれの雨にけぶらひてみゆ
たまたまに通りすぎんとするときに繁に舞ひ舞ふ落葉に包まる

しじ

わがための日向とおもひ山どりのこゑを聴きをり寝椅子に寄りて

三日すぎ「紀文」のおせちに飽きがきて茶漬けにせんと焙じ茶注ぐ

天つ星震はすごとく百八の鐘の音聞こゆ終の住処に
新しき年の始めの真蒼なる空晴れわたり何やら嬉し
出で来たる山のみづうみ水満ちてさざ波立てり末広がりに
思ひきり葉を落としたる冬木立潔く立つ陽に照らされて
よき人のよき歌よむはたのしかり読み初めとせん茂吉の歌集
黄泉へ逝く人が最期に見るといふ極彩色の来仰絵図見ゆ
五里霧中さまよふ刻すぎ担架にて安静室まで運ばれてゆく
生まれたる赤子の初めて見る空はかくやかくやと紺青の空
赤ん坊のこぼれるやうな笑顔もてつねに孤独の林中行かん
白雲の湧きては消えゆく山の上自然の営みただただ見をり
苔まとふ冬樹の枝の木ぬれにも春はきてをり淡きくれなゐ
ひさしぶり土を弄れば想ひだす幼きころのままごとあそび
山かげの日向に寝転びをりたれば空の深きにこの身浮かべり
いつしかに春は来たるらし戸をくれば朝日を透きて群れとぶ羽虫

ここにきてわが食ふ飯の美味きこと山のみづうみ煌めける見ゆ
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久にして晴れて静けきこのあした川面を低く小鷺とびゆく
本を読む机の上をよぎるもの山の小禽のその影ちらつく
じ うん
敬慕せし西行墳墓に向き合へる似雲の塚にも花は散りゐん
ひと
亡き夫を偲びひとりで旅をする女に逢ひたり西行庵に
多摩堤ひとり歩めば木の下に瓔珞のごと咲く雪やなぎ
帰り咲く桜の花は葉の中に一重となりて微笑みゐたり
大阪の長のむすめの手作りのマスクが届く身を労れと
介護福祉士の下の娘はおほわらは寝る暇あらずとメールの届く
母の味ぬか漬け胡瓜が食べたくてぬか床つくるそのぬか床を
ぬか床を育てて三月やうやくに味の調ふきうりのぬか漬け
あさ宵にこゑかけながらぬか床を手入れしてをり生き物ゆゑに
むらさきの色あざやかに漬かりたる茄子のひかりに包丁あてる
パソコンの下に息づく羽虫ゐて声をかければ触覚を動かす

ひ げ

茶請けにと茄子かぶ胡瓜を盛りつけてひとり楽しむ番茶を淹れて

ゆく雲は獅子のかたちになりつつもやがて空しく消え行きにけり

はらはらと枯葉の如く子雀はベランダの餌をみては集ひ来
生まれ出て間なき三羽の子雀は来るも帰るも離れずにゐる
ときたまに親鳥も来て子雀に餌を与へる口うつしにて
集ひ来たる三羽の雀の一匹は見張りするらし離れて留まる
鬱々とひとり籠れば底なしの沼に落ちゆくごとき寂しさ
ひとり居は哀しきものよ隣り間の物の気配にわれはをののく
夜おそく目覚めて読み継ぐ良寛のうたの調べを愉しみゐたり
朝夕に光明真言唱へをりこころの平衡保たんとして
閑居して不善を為せるわれなれや手なづけせんと雀に餌を撒く

書き初めの準備は万端ととのへりあとはやる気と黙つて待ちぬ
頂きしままのセーター着てみたり叔母の香りす柔らなぬくもり
譲らるる叔母のセーター似合ひたり鏡の中の吾の老い知る
有価物出さむと早朝出てみれば霧に覆はれ外灯かすむ
雨ふらず晴天続きて工事すすむ古びたる家も若返り来る
雪予報ありて校門前の路白き粒撒かる歩道橋下まで
古瓦除しガルバリウム鋼板の屋根は濃紺つややかに光る
二月号に三菱一号館の写真あり短歌の会にて父母出会ひし地
公民館活動の中止広がりて新型コロナの恐怖身近に覚ゆ
富士の山南アルプス泰然とコロナウイルスどこ吹く風と
洗濯かご抱へる吾に駆け寄りて階段たつたと運びくるる子
六人の歌会なれども休会とすコロナウイルス老の身に怖し
菩提梯走り上りゆく小二の背浄めたまへと唱へつつ追ふ
菩提梯二八七段上り終へ手を振り子の待つしだれ桜咲く
孫吾と共にみくじの凶と出る転ばぬやうにと心引き締む
祭りにて賑はふはずの城址公園静まり返り桜花咲く
卒園し五十五年も経つ子より手縫ひのマスク贈られてくる
休校に子等の学力案ずれば戦争中より良しと夫言ふ
人通り少ない街中買物に悪さでもするやうに息して
週一度楽しみに買ふくるみパン焼く香りなく閉店の張紙
吾が財布堀の水門にかかりゐしと黒く変色今にも溶けさう
懐かしき免許証や子の名刺綺麗に洗ひ小箱にしまふ
故障したるテレビそのまま一週間ラジオを傍に静かなる日々
十二年経つも部品のあると言ひテレビ甦り丁寧にみがく

戯れに鳴虫山と名を付けてひとり聴きをりひぐらしのこゑ
あしたより夏の日差しの凄まじく山の小鳥のその影みえず
死に支度ぼつぼつせんと手はじめに日記・雑記の処分を始む
命とは奇しきものぞこの命わが物にしてわが物ならず
こころまで黴びてはならじ老ゆるとも友とのえにし育ててゆかな

不動尊祀れる山の懐は秘かにビビを埋めしところ
不動尊祀れる庵に手を合はせビビを弔ふ真言唱へ
われ死なば天地の自然に帰るだけ意識が無くて醒めない眠り
楽しんでこその命と思ふなりたつた一度のこの世の世界
日本語はやつぱり超々おもしろい心を詠めば憂さは晴れゆく
簾越しの雨ふる山の美しさ黄葉に染まるわが裏の山
わが部屋の裏の小川の浅き水かはせみ往けり横一文字に

有泉泰子

だい が

経験なき暴風雨との警報にブルーシート買ひ窓の補強す
いつもより多目に飯炊きむすびカレー肉じやが作りて備ふ
ユニホーム着て出場の子の雄姿怪我なきやうにと祈りつつ見る
決勝戦勝ちて花園行きを手に心晴れやか修学旅行へ
今朝逝きし媼の御霊や隣家の庭に黄蝶去りがたく舞ふ
公園の鳩や雀も隠れん坊欅大樹の繁みの揺るる
富士山も雲のマフラーしてゐるよ寒いんだねと大凱が震へて

ラグビーに出場の子の応援へ夜行バス二台花園へと発つ
応援に行きたる親の留守の間を小二と四日脳活性化す
まだら
何といふ好天続くよ甲斐駒ヶ岳の雪斑に穏やかに立つ

反対を押しきり夫は生き生きと第五の職場介護施設へ
童謡とひばりの歌を大声で歌ふは楽しと友の勧める
亡き姑の嫁入り道具の古ミシンマスク作りにもらはれていく
ひさし越え芙蓉の花の風に揺れこんにちはーと挨拶し合ふ
柿の木の枝葉の陰にセミの鳴く梅雨まだ明けず遠慮するがに
独り居の翁亡くなり閉ざされし家開けられて子等の姿あり
壊されて家はなくとも忘れない共に過ごしたそれぞれの思ひ出
「戦時下戦後を生きて」体験談友も書きしと送られてくる
閉ざされし雨戸の開きて隣家に御霊帰るやカーテン揺るる
三人の幼子抱へ来し苦労明治生まれの父母は語らず
夏休み短縮されて二学期のはや始まりぬ炎暑盛りに
ランドセル水筒背負ひマスクして子等登校す暑さにめげず
感染を防ぐためにと距離おかれ手も握れずに話も出来ずと
雷雲やみ窓より入るる風涼しクーラーなしで今夜は眠れむ
あの暑さ何処に行きしかひんやりと風の涼しき彼岸となりぬ
調理場の草生ふ裏地になつめの木実の色付きてりんごの香りす
ゆりの木の歌載りてをり父も詠みにき眺めてみたし
花好きの友に問うても知らぬとぞスマホ取出し二人で見入る

池亀節子

花壇に咲くアベリアの花瓶に挿しテーブルに置くと心なごみぬ

重き荷の宅配ありて確りと抱へて階を一段一段
一日中茶ばかり飲みをり戴きし京都宇治茶の香り味はふ
久びさに甥の来りて語らへばどこか童顔のこる勝君
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久びさの友の電話は大師参拝によく行つたけどもう歩けないのと

散歩すれどすぐ疲れきて寄る喫茶姦しけれど歌一首メモとる
紅葉と思ひ来れば街路樹は枯れ葉なりけり日向を闊歩
忙しきなか日毎手作りの惣菜を持ちくる娘に余生重なる
連休は診療所の窓の植木鉢花壇の花の水は必ず
電話のみの友となりしよ老いたれば昔の話に花咲かすなり
老ゆれども日毎の散歩歩めなくならぬやうにと続けてゆかむ
使はねど勿体ないと仕舞ひおくそれ等を持ちゆく娘に感謝
前の家の木戸くぐり抜け野良猫は狭き車道を行つたり来たり
向かうから樹の根に鳩がちよこちよこと小枝咥へて歩みくるなり

樹の枝を剪定鋏で剪りをれば大変ですねと見知らぬ人が
新聞より切り取りしレシピいつの日か作らむとしてノートに貼りぬ

冷凍庫に「冷凍ヘルシー食」いつも絶やさず入れ置く娘に感謝

商店街の行く人来る人に触れぬやう人をば避けつつ歩み来たりぬ

散歩しつつ疲るれば自づと立ちどまり両手後ろに背伸ばすなり

窓開けて眺むればみな傘をさす梅雨さめならば詮なきことよ
庭に立つ草木が青く実りをり梅雨に濡るれば生き生きとして
散歩より帰りて体を休めをり椅子にもたれてコーヒーすする
梅雨さめの晴れたと思ふに小雨降る黒雲のめぐりに光る雲あり
雨の日に女性の宅配重き荷を軽がる階を上りゆくなり
椅子に掛け足動かせば大きアリ急いで逃げるその早きこと
うつさうたる街路樹ゆけば蟬の鳴く声に聞き入る涼しさかもす
コロナ禍にて閉づる店あり今やつと開く店あり様ざまにして
猛暑なれ外出出来ず廊下をば行つたり来たりで満足しをり
窓開けて入れたる風の涼しくて居場所を変へて書き物をする
炎天下の階上るとき灼熱の手摺は爪で押さへつつゆく
起きてすぐ人も疎らで清すがし朝の散歩は三十分程

紹介で日暮里までをエムアールアイ撮りに行く息子に支へられつつ

☆

公園の清掃に出でて貰いたる小さき葉牡丹莟つけたり
雨の予報ありて取り込む桜草とざす廊下に香り満ちみつ
縁どりのやさしき色のフリージア夫は今年も一鉢増やす
並べおく桜草とフリージア葉牡丹の花庭にかがやく
国宝の仏像写す大きめの暦に夫の受診日を知る
生日の一日違う義弟なり互いにちゃんをつけて呼び合う
頼まれて預かるラジオはソニー製二〇〇〇年の購入とあり
体操用のラジオに使う四本の単一乾電池きらさずにおく
ラジオ係受けたるラジオ体操会の起原を問えど知る人おらず
朝食の支度調え待ちておりラジオ体操に行きたる夫を
ふた色のカーネーションとかすみ草供えてははに想いを少し
たんぽぽの花茎の上のカヤネズミ親指ほどの大きさと識る
友よりの手作りマスクを重ね置く国のマスクは今日届きたり
七月も公園清掃中止なり見かねて友と草をひきおり
かたばみの黄の花に寄るシジミチョウ去りてまたひく公園の草

和眞くんの初研修日にコロナ患者いでて明日より待機となるらし

二日後は四月となる日金柑の上に積もれる初雪を見る
ぬくぬくと炬燵に見ている窓のそと降りくる雪の大きさを増す
潰瘍性大腸炎の発症に通信制へ高校変える

もらいたる福銭笑顔に見せ合いてそれぞれしまうバッグのなかに

会場の最上段より鈴の音たかく鳴らして七福神来る
午前の部最後はいつも北町の七福神踊り会場の沸く
舞台より下りきて福銭まきながら七福神の場内めぐる
やわらかな緑の紙に包まるる福銭もらう大黒天より

レトリバーポメラニアンと四年余を共に暮らしき楽しみながら
ちちははを二匹の犬を送り終え二人きりになりたる暮らし

江波戸愛子

最新の服のカタログ届きたりこの齢なれば見るだけにせむ
早起きし洗濯物をば二度洗ひすれば清しき心地するなり

散歩には欠かさずに出る余生なれ未だ歩めるを気強く思ふ
手際よく茹で卵の殻はがすなり生野菜に入れ一皿となす
五叉路なる二階の窓に夜景見ゆ客待つタクシーずらり列なす
コンビニは真夜でも次つぎ客のあり昼の如きよ明るき五叉路
降るかもと散歩に傘を持ちてゆく杖の代りになりて楽なり
今日もまた散歩の序でに寄るスーパー一石二鳥の食品を買ふ
雨の中眼科に行きて帰りには季節外れの雪に驚く
わが家でよろけて倒れ横つ腹したたかに打ち病院へ急く
日暮里まで息子に付き添はれタクシーで荒川隅田川眺めつつゆく

出掛けるなコロナウイルス怖いからと冷凍弁当娘買ひ置く
歩めなくならぬやうにとストレッチ椅子に掴まり踵の上げ下げ
公園の日差しよき椅子に腰掛けて暫し休みぬ風に吹かれて
朝方に通る街路に葉桜がぴかぴか光る陽に照らされて
散歩にも人をば避けて歩みをりコロナウイルス思ふばかりに

アクアライン通りてレインボーブリッジのやさしい光につつまれ帰る

取り換えのハンディモップに書き添えるメモに優しき言葉が返る

ペットロス大丈夫かと道に会う人に問わるる夫のことを
世の中は騙し合いだと言いし人おりたり言葉のみの残れる
先ず吾にそののち夫に電話あり生理がきたのと中一の孫
雅子です私は愛子に笑いあいハンディモップの契約むすぶ
朝刊を読みいて思わず声出だす吉村睦人氏逝きたる記事に
江東区短歌大会十首選に孫詠む歌をとりてくれにき
独りごと言いつつ顔を近づけて夫が見ている吾の暦を
外に向くドアーは色の褪せおれど内側いまだ艶を保てり
八キロの大豆と麹届きたり味噌にする日を暦に探す
公民館の室の予約に十分ほど遅れて行けばもう空きのなし
三月の室の予約は希望日に叶わずなりてひたすら詫びる
信厚く慕われていし在りし日の母を想えりことさら今日は
逝きてのち寝床の傍に来し母の感触いまだ生生とあり
白梅のひらききりたる花の下一本ひらく小さき桜草
蜜入りで旨そうだなと剝き林檎みせて夫の庭に持ちゆく
逝きし犬の生日過ぎるまで納骨はするなと強き口調に言えり
二年ぶりの例会終えて乗る電車あの日の貴女を思い出しおり
例会の帰りはいつも貴女より一つ手前の駅に別れき
同じ市の北と南に暮らし居て店にも道にも会いたることなし
高齢者芸能大会に出場の決まりて今年も踊りを二曲
八十八歳三人加わるチームなり踊りの練習楽しみながら
笑顔にて踊れと言いたる師のことば思い出したり舞台を下りて
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☆

長袖のシャツにジーパン深深と帽子被りて夏草をひく
二度咲きの鉄線の花散りつくし傍えに白き木槿がひらく
行けなくてごめんなさいと義妹より菓子折り届く入り盆の日に
ありがとうの気持ち伝えるスタンプを選びて孫へラインに送る
灰色の雲のひろごるひとところ青き空あり日に輝きて
若き日の職場の先輩鈴木さん愛読書は辞書とつね持ちていし
ネットにて検索をするつねひごろ分厚き辞書は本棚飾る
はは逝きて二十三年送迎用盆提灯の色ふかくなる

大川澄枝

せな

わが家にもウーバーイーツ来る思わず手にチップを渡し礼を言うなり

春らしい洋服を着た娘来て後姿も背シャンとして
花も散り小さき公園わか者がスマホに夢中群れなしており
ふたつきを籠りに籠る家の中テレビと対話で五月となりぬ
自粛の日ポストの音に敏感に分厚い封筒の冬雷届く
買い物に近場のスーパーへ足庇い往復出来た今日のよろこび
浜町のピーコックより待望の弁松べん当夫が買い来る
真面目にも不要不急を守り来てついに膝までぎこちなくなる
老人会の誕生会も中止なりそれぞれの家に弁当渡す
久びさに髪整えば気ののりて不要不急をはねかえす吾
街へゆく帽子めがねマスクしてコロナ対策に化粧はいらぬ
久し振り梅雨の晴れ間だ家中の窓あけひろげ日を取り入れる
梅雨明けて置き場所変えた花ばなが強き日差しに負けてしまいぬ
手があけば今日は何の日風呂掃除すこしひるむが気を入れかえる

ビロードの様なる花を楽しみしインパチェンス溶け枯れてゆく

夫へ届く千葉産の梨でこぼこで大きく重く歯ごたえのよし
ポストにはシンプル売物の葬式と正月用のおせちのチラシ

大塚亮子
建築現場は緑のシートに覆はれて中に働く声の洩れくる
基礎工事終へて震動収まれど会話聞こえぬ騒音続く
五階建てビルの工事の始まりてわが家を追ひ越したちまち高し
物干台より見下ろすラジオ体操に動き異なる男見てゐる
ラジオ体操の音聞きつけて掃除機をいつたん止めて体をほぐす

大横川の桜を見つつ行く岸に出会ふ人なしわが一人占め
わが暮らし予定取り消し延期の続き青空の下籠城となる
常になく手洗ひ欠かさぬ夫の姿に二人の暮らし護らむと思ふ

本部より届き来たる大会の歌なぞときの様に作者をさがす
東京に穏やかな空気戻り来て寺の公孫樹いまだに散らず
遠き日の正月遊びの双六に上がりの上に山もりみかん
みかんの皮よきあんばいに乾燥し今夜の風呂に入れて楽しむ
今日ときめ準備をしたが雨となり暮の買物の手順がくるう
狭き部屋に洗濯物が干されいてのれんのごとく潜りて抜ける
肺がんを患いし夫が逝きしこと妹が来てたんたんと言う
義弟はサッカー好き競馬好き一年間の闘病終わる
肉親をあやめる事件の多くして家族とは何かと考える
寺庭でたく落葉焚きだれの通報か消防車来て大さわぎとなる
さざんかと焚き火の歌を口ずさむ昭和の風景忘れられずに
雨上がりの早朝の空気うるおいてマイナスイオン胸一ぱい吸う
長慶寺の河津桜が満開だその下通りて買物にゆく
大好きな大阪場所が始まりて力士の勝負変わらぬ力

バスの旅晴れたる空に富士見ゆる方向に雲どつかと居座る
長の姉の訃報に狼狽へ乗る電車耳に遺りぬおしやべりの声
トンネルを抜けたる故郷の山々は地肌あらはに雪の降り継ぐ
若きより働き続けし姉の手は今しろじろと胸に組まるる

名を呼べば返事が返つて来るやうなそんな気のして幾度声かく

薄くぬるめに点てる抹茶を一気飲みすずちやん抹茶と和菓子好きらし

仏壇屋の主によく似る若者が店番に立つここ三月ほど
軽快なレナウン娘のコマーシャル幼き子らの真似て踊りき
心地よき湯のたぎる音聴きながら褒めて叱りておのれ励ます
戸障子を葦簀に替へて風炉釜に合はせ置き見る好む水指
茶の稽古休みゐる間に半夏生宝鐸草に沙羅のはな咲く
新しき晒を裁ちて子に教へつつ布巾ざうきん新しく縫ふ
新しき稽古再開すると出すはがきパソコン打つ手の嬉しく弾む
ひとりひとりの顔思ひつつ宛名書く戻りて来るや案じながらに
餡こ屋の主と会ふは三月ぶり愚痴いひあふも楽しく話す
信号を待つ間隣に立つ人が「奇麗でしたねさつきの虹は」
虹を褒め通り過ぎゆく大きな背長く見送る心弾みて
コロナ禍に運動不足とラジオ体操休むことなく続けて五ヶ月
ラジオ体操習慣となり出来ぬ日は心覚えに第一、第二

出るな群れるな御達し律義に守り来て気づけば体重二キロの増加

引き籠る暮らしに朝のラジオ体操夕べにウォーキング日課となせり

若く逝きし母に代はりて末つ子われを時には厳しく躾けてくれき

ラジオ体操鳴れば体が動きだし第一第二続けてひと月
茶の稽古休みゐる間にあまどころ小さき白花咲きつづけたり
先生の見立てし竹の花入れに稚児ゆりひとつ挿して相伴
左足ひざから下を固定され一ヶ月の骨折自粛生活

ハッピーバースデー歌ふスヌーピーのオルゴール孫が持ちくる夫の生日に

新しき前垂れかけたる地蔵の前の御供へひび割れ七草となる
明けやらぬ厨に七草刻む母九人家族の量半端なし
吹雪く日は薄暗き土間の隙間より入りくる雪のしろじろ積る
甥つ子の代となりたるわが生家仏壇以外思ひ出のなし
八十歳の夫に今年の初詣は電車に行かうと切り出してみる
青梅の大きくなれと念じつつ捥ぐ日待ちをり木下に立ちて
「福は内」二人の健康祈りつつ豆まく夫の後ろに続く
夕餉の支度に少し間のある休日に夫を誘ふ木場公園に
何年も仕舞ひおきたるひな人形髪の毛着物の形ととのふ
七人兄弟末なる私のおひなさま鼻欠け衣装の繕ひ目立つ
母の味おぼろとなりたるちらし寿司にんじん牛蒡しひたけ刻む
先を行く友の歩みの年々に衰へゆくに合はせて行きぬ
彼岸には春はぼた餅秋おはぎ母手伝ひき姉と一緒に
三月ほど会はねばわれの背丈越す孫を誘ひて彼岸参りす
込み合へる彼岸を避けて墓参りしたる歳月夫が詫びる
引越せる友の植ゑたる花いかだ梅の木下に根付きくれたり
花いかだ葉つぱの上に見る花芽ゴマの粒より更に小さし
蟻ひとつ花より大き体して花いかだの蜜吸ひて動かず
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献体をすると言ひゐし友の願ひ千春さんの叶へくれたり
わが知らぬ思ひ出話する人の輪より外れて山に真向かふ
膝を越し夏草しげる友の庭草取りしたる日の懐かしき
山ひとつ越して幾たびわが訪ひき友の暮らしし家にさやうなら
遣水に戻り遣水の人となり遣水の土となるらむ友は
広縁に家族そろひて十五夜に月見せし日の思ひ出ばうばう
兄の指す大き満月見上ぐれば兎の跳ねて餅搗きてをり
すすきを飾り作りし団子三方に山と盛り上げ月の出を待つ
子や孫と月仰ぎつつ餅つく兎の話してをり兄の受け売り
夏の暑さに枯れたと思ひし彼岸ばな彼岸間近に花芽つけたり
外出は中止となりて家中の窓ガラス拭く腹立ちまぎれに

大山敏夫
左右の手にストック握り後ろ向き歩行の老女背をこごめつつ
老女とはいへど齢は吾ほどか後ろ歩みの足しつかりと
袈裟がけのバッグが腰の辺に揺れて後ろ歩みの老女去り行く
前向きに進むだにやや衰ふる吾を刺激して彼女去り行く
後ろ歩みに挑める脳は若からむ傍目は老いの背を屈めども

鳥の好むものと好まれぬ樹のちがひ樹形に差なしにほひに差なし

騒がしき公孫樹の下を通りすぎ静かなる公孫樹の下三つ過ぐ
鳥ら籠る樹と静かなる樹と並び銀杏もつは一樹もあらず
駅いでて歩み入る上野の公園は足もとに籠るぬる目の臭気
踏み潰されにほふ公孫樹の実のあまた石の道にあり踏み越えてゆく

びつくり水そそげば鍋のなかの蕎麦ちんとす小心われさながらに

むらがれる盛りの花をみな散らし木槿すつきりす台風すぎて

コロナウイルス知るなき美空ひばりのこゑ負けるな勇気を持てと聞ゆる

不要不急迷ひて定期検診の予約の二つけふ取り消しぬ
求めしにあらずも世帯主といふ枠ありちやんとをさまる吾か
職持たず九年の過ぎて世帯主おのづと続く疑ひもせず
世帯主の所得云々説明の続くがかかはりなき話らし
二週先ひと月先が勝負とぞ STAY HOME
はわれに苦でなく
いきほひて右肩上がりになるグラフ感染者数に叩きのめさる
国のマスクいまだ届かぬきすぎ氏を護りゐるらし手作りマスク
たびたび歌に読むゆゑきすぎ氏の夫人にも見えたるやうな気のせり

まみ

外出より戻るを待ち構へ採寸してぴつたりのマスク作りくるると

きすぎ氏夫人手作りのマスク裏地まで美しく薔薇の花の絵を置く
ツーパターン三枚のマスク賜ればコロナウイルスの恐怖うすらぐ

隣接の狭山市に住むきすぎ氏はここ藤間など熟知してゐむ
きすぎ氏の手作りマスクの裾分が郵便受けの袋より出づ

さくら終り白藤が咲きあたたかき四、五日ありわが季節の近し

後ろ歩みの老女もかつてミニスカートに胸を張り歩みしか若き日は
「桜」の花私物化し濫用してゐしか「美しい日本」を言ひてかたはら

膝小僧露出するミニスカートは見たくなし総理夫人といへど

たそがれに通る公孫樹の樹の下はざわざわがやがや群るる鳥のこゑ

案の定今日は太縁の眼鏡かけ答弁しをり鎧ひかまへて

こひねがひいよよ盛んと言はれたく In Design
細部の機能を弄る
網戸ひとつ挟むのみにて鉢に来る雀は見する普段のすがた

ひとつならず公孫樹は立てど一樹のみ鳥らの籠り騒ぎたつるは

ドライブレコーダー後部カメラと装備してわが運転も監視されゐむ

ブレーキとアクセル違へ踏込むはいまだなく免許証更新を決む
大型車の後ろ走るは大嫌ひ車間を空けて割り込み許す
止まるたびエンジン切るるエコなどは扱ひ難くすぐにオフとす

時代劇「必殺仕事人」折に観てストレスのガス抜きといふべし

上級国民と云はるるありて反義語の下級の民よ吾等うじやうじや

大君の醜の御盾とならず来て後期高齢の吾が近づく
何ら問題ないを繰り返し総裁になりたるのちも又それを言ふ
俯瞰とは上から目線そのままかまた鳥の目か聞きつつ迷ふ
叩き上げの出世頭とたたへたる一人がありきいま老いに老ゆ

飛んでくる雀に米粒など与へ「待て」と鋭く躾ける声す

カーナビの使用書読むを怠りて指に押し触れまはり反応探る

ほろよひて「ああ上野駅」うたひしが貴方に歌はれたくないと言はれつ

く る ま

駐車場をいでむとしをるわが自動車ストリートビューがまともに映す

たはやすく金の卵と言ふなきみいまだ消残り疼くことあり
蒲団叩く音がさまざまに聞え来て何か苛立つ響きに変る

からす野豌豆さらにすずめ野豌豆ありスズメノヱンドウは食には向かず

満開のさくらんぼの樹にブンブンとみつばちあまた花から花へ

台風十九号雨多くして東北は一週間経ても水に浸りをり
雨多く里いも掘れば土の山掘りたるあとは大き穴あく
毛呂山の流鏑馬の頃に咲きはじめ庭の山茶花色冴えてくる
雨あとに思ひもかけぬ大き虹わが田に立てば声をあげたり
老人会の忘年会に参加して終れば皆でカラオケへ行く
ぽこぽこと大きく出始むる蕗の薹地球温暖化は作物変へぬ
梅の花も異常気象にはかなはずか早く咲きゐて散らすも早し
石の側に今年もひらく福寿草花数ふえて心が和む
テレビにてコロナウイルスと毎日聞く感染の怖さ家族と話す
春彼岸コロナウイルスに出かけられず家にて線香仏に供ふ
東日本大震災より九年経つ被災の人思ひそつと手合はす

小川照子

食べられる野草にからす野豌豆あり澄むさみどりの爽を並べて

せう づ

野原行き野草を食べるといふ会の楽しさうなれど今年は如何に

栽培種小豆の原種と伝へ聞くやぶつる小豆のもぢやもぢやの蔓
小ぶりなる実を太らせて延びに延ぶやぶつる小豆に力は宿る
熊本の義妹に種子を依頼して何処に播くかとそののち迷ふ
野豌豆野小豆の「野」や野に在つて野太き勁き野性を吾に
この暑さみな取り込むか太る茎青青たかく路傍の草は
この夏はひときは勢ひ増す感じ車道に沿ひて草が連なる
街路樹をもたざる熱き国道ぞひ路傍の草のみどり目に沁む
この草はたゆまず伸びてわが背丈越ゆる穂花をかぶせ来たりぬ
肥料など無き路傍にてこのやうに太り伸び行く草といふもの
草魂の鈴木啓示のこゑ強く「投げてはあかん」と短くひとつ

梅の枝に青き小さき実の数多見ゆる今年も梅干漬けむ

この小豆は畔にいくらでも生えゐると聞きつつ思ふ田畑のみどり

けふ激怒して揺らぎたるちつちやさに呆れて歩む草に触れつつ

野の小豆炊き込み飯のかをりたち混じる小豆のうひうひしきよ

わが歌集『醜の夏草』刷り上がる頃かと草の花仰ぎゐる
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刈り終へし稲田に鳩が五、六十来て餌を拾ひパッと飛び立つ
新米をたきて仏に供へたりこの夏暑く一味ちがふ

大会に評者のひとこと教示成り歌論議呼び鑑賞深む
池の魚にいぢめ戯る子の居らば擬ひ語らむ魚の気持を
温暖に恵み豊かな里山と移住したる友鋸南町は如何に

何時か着むとつるし眺むるスーツなり感謝をしつつ着る日待ちゐる

紬にてスーツ上下を作りしと友より貰ふこの着物柄
新築の娘の家の三階の階段を足の運動にのぼる
三階に眺むる外は屋根ばかり日当りの良し厨となりて
梅の木の下に蕗の葉一面に風の吹き来て緑の波に
いつになく夕やけ美し秩父連山見るのみでなく山歩きたし
飾るのも一日だけでなく三日間家族で甘茶をかけて祈りぬ
旅雑誌に同封されたるシニア向け分譲マンションの冊子目を引く

半年の休会を経て民舞会再開なれば談話に終始す
解散案否決されたる民舞会期待は程よい動きと会話
会館の手すりドアノブ消毒を使用者の義務に活動終へる
度々の姉達とする長電話掛け放題のスマホ有難し
甲状腺専門病院混み合ひて午前の受付六百番越す
院内の密集避けて歌集読む表参道けやきの下に
「受付くん」「確認くん」の機器により診察情報スマホに届く
通院は四カ月振り原宿に賑ひ戻りランチの行列
都内への外出自粛長くなり新装渋谷を巡る気臆す
初めてのお使ひ遂げた子を思ふペイペイアプリに買ひ物終へて

掛け声はリハビリステップに馴染みたりイチニイチニと大人気無くも

リハビリの充実感と疲労感聞かるるかぎり充実と答ふ
診断は異常無しとも危ぶみて友は新に病院探せり
再びの異常なしとの診断に臆せず友は精密検査請ふ
体調に違和感あれど口にせず友は励めり地区活動に
快活に活動仕切る友の身に体調不良を疑ふことなし
「熱中症警戒アラート」発表「危険な暑さ」言霊にすくむ日々
猛暑日の予報士の言復唱し覚悟して出るリハビリ予約日
夏祭りの中止は覚悟せめてもとマスクに仕立てる祭手拭ひを
「記憶力維持」とふ機能食品の定期購入今は止む
「聡明で前向きな日々」望めどもサプリメントに求めはしない
リハビリに膝関節の悩み失せ気力体力弾みを得たり

十名の仲間に諮り私的なる体操教室月二回為す
市役所の高齢者施策ゆるゆると狭まりゆくに試案を呈す
急ぐことないのに「令和音頭」なる曲と振付け俄かにお披露目
新年の国際社会に緊張感不穏高まり居間に震へり
今世紀最大レベルの危機といふ声明ありて国連に期待
梅園の整備とともに往年の風情醸して常夜燈建つ
石造りのべか舟設ふひとところ菖蒲田の水樹々を映せり

「はつらつ」か「ゆったり」コースか選択は体力ならぬ気力の支配す

紅葉狩り特集号の旅雑誌に下着特売のチラシも入りぬ
「困りごと相談下さい」売り物は旅行社による生活サポート
仮店舗にまだらに並ぶ農産品生産者シールに復活を見る
新品の幟立ちたる直売所ポインセチア鉢売る声高し
九九学ぶ子ら支援するボランティア地区学校の求めに応ず
教室を九九道場となぞらへて合格判定暗唱聴きやり
フレイルの予防と謳はれ推奨の体操指導月一回に減る
参加者の上限年齢定めるは諾ひ難きと有志声上ぐ

黒田江美子

いつもより五日も早く小梅「おりひめ」とりて漬けしを時々のぞく
コロナ禍に「ゆずつこ体操」は集まれず家でして下さいと連絡の来る

娘夫婦と息子が田植して行くを私は側で見てゐるのみに
「マスクです」郵便配達に渡さるる二枚入りマスク両手で貰ふ
良く熟し落ちたる梅にてジャム作りしたいと言ひて友は拾へる
何時になく早く咲き出す百日草切りて仏に咲いたと供ふ
裏庭から田圃の稲のすくすくと育つを見渡し収穫思ふ
蒔きしゴマ間隔おきて間引けるを子は見せたくて吾の手を引く
子の植ゑたる見守りの花ひまはりがつぎつぎ咲きて黄の列作る
右手首直つたと思へば左親指関節症と医師に言はるる
無理をして草取りしたることもなし歳重ぬれば骨も弱るか
八月の盆には実家の墓参り早朝に行きぬコロナ猛暑のため
かうべたれ実りゆたかな田の上を大き鳥の案山子飛び回りゐる
暑くても夕べになるとコホロギの鳴き声聞こえ季は移り行く
漸くに梅干し出来て暑さにも負けじと一日ひとつを食べる
逢ふ事のかなはぬ今は電話にて声を聞きつつ安心ねと言ふ
花持ちて娘夫婦が来てくれる竜胆と菊いつもの花と

なだらかななごみの路に沿ひて植う梅の名札を呼びて眺めつ
「豊後梅」の枝に隙なく花芽出づ開花の先頭呼号するかに
名に負はば「藤牡丹」こそ姿良し八重大輪の中央に植う
麗らかな梅見の外出叶ひたり介護の日々に籠りたる友と
公民館併設カフェに携はる若者如何に障がいありて
駅前のスポーツジムのクラスター感染続きコロナ禍迫る
機関誌の年度初回に記載する八月までの中止行事を
言ふなれば不要不急とボランティア活動自粛三月目となる
途切れなきコロナウイルスの報道に情報過多と思へど切れず
負けはせぬ百年前の疫病も生き抜き来たる先祖思ほゆ
コロナ禍を知る由もなく甲羅干す亀らを眺む暫しのどかに
ユリカモメ去りたる干潟の土手近く湧き出づるがに亀ら蠢く
外出に係るスケジュール全て消え変はるべくして変はる日常
内内に棚上げしたる諸事あれど善処に向ふ我が気足らざり
自在なる「時」にたゆたふこの日頃我が来し方に為し知るはなし

三百を超ゆる保健所減少し地域保健の足許揺るがす
六月の店頭に出る布マスク一枚千円やむなく購ふ
「費用対効果」も「自己責任」も密封したい深呼吸して
食堂の立ち行かざれば店先に「弁当」商ふ夫婦きりりと
入学の記念写真に咲き盛るピンク青しろの「紫陽花ロード」
二部式の学校運営過去にあり終戦直後の教室不足に
急激にオンライン学習現実化コロナ対応個別指導に
「オンライン小中学校」開講の塾の理念は機会均等と
新しき社会様式に成るも良し数多組織の書面総会
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兼目

久

すつぱい味がジュースにすれば飲み易し吾が家に育つあまたのみかん

吾が地では避難勧告は出されぬが二階に寝ようと妻の言ひたり
大木や土砂稲わらが押し寄せて欄干にぶつかり橋を壊したり
ピンク色のビニール袋に土砂を詰め積み重ね行く決壊現場
朝妻と連続テレビ小説を見てからけふの活動始まる

夜七時門扉を締めんと庭に出づ紅・黄の白粉花月光に開く
決壊の河畔に土嚢を積みし後工事進まず師走を迎ふ
台風の雨・風を凌ぎ育ちたる白菜を一個初収穫す
種こぼれ列島の如き形して点々と芽生ゆあしたばの葉は
人一人やつと通れる空間あり古本屋店本高く積まる
歌ひ出すと別人の如く高音で声出し歌ふ元同僚は
午後四時に球場の照明点灯す明るさ増して球児らプレーす
年と銘を打てる百円貨ピカピカ光り一際目立つ
トタン屋根を歩く鴉の爪の音金属音となりて響き来
二年前桃の木を二本庭に植ゑ根付かず枯れたり惜しみつつ抜く
年賀状一通七日に届きたりその後ピタッと止みて届かず
買ひ置きて十年ぶりに下ろしたる書道の筆にて画仙紙に書く
人が見えぬみかんの裏に穴を開け熟するを待ちひよどりは食す
正月三日炊飯器が突如壊れたりレンジに餅を焼き三度び食ふ
高浜市元助役贈りし小判一枚現在十万円の相当の額
教へ子は台湾女性と恋に落ち妻子を捨てて台湾に行きし
鼠、蛇山野で捕りたる肉を食ふ習慣があり中国人は

朝に飲む牛乳一杯けふの日の活力生まれん胃にしみわたる
何の絵か思ひ出させて書く問題認知症検査に適切なりや
市長選のアンケート電話二回あり同じ内容なれど答ふる
モデル立たせそれを見ながら作りたると写実精巧な兵馬俑像
民主派と共産体制は相入れず香港二制度崩壊したり
裁判中国外逃亡のゴーン会長コロナニュースに話題にならず
梅雨時の合間に掘りたる馬鈴薯の肌にべつたり畑土がつく
スイレン咲く浅き泥沼をかきわけて鯉が音たて前へと進む
ねぎ坊主切りたる後のねぎの先円錐形に徐々に戻りぬ
これからの三年後まで運転の覚悟を持ちて免許更新す

ゴーン被告の逃亡に米のティーラー氏二十二億円を得て実行に移したり

民間の米・軍事会社経営のプライベートジェット機にゴーン氏逃亡す

わが庭のみかんをつつくひよどりは二メートル先の吾を見て逃げず

箱に潜み空を飛行しゴーン被告違法出国しレバノンに着く

我と妻初うまに作る「しもつかれ」をうまいから又作つてねと孫

調べんと辞書を開けば一回にてページを開く痛快なるも
菜の花をコップに挿して食卓に妻が飾るを愛でて酒飲む
しき し
きよう
夢といふ文字を色紙に頼まるる興到り書く一気に五十枚
二十年後六十歳以上が半分になりたる時代が来るといふ日本
庭の芝に新芽が萌えて灰色と緑の色が半々になる
上向きに咲く花韮の三月の雪の重みに花は下向く
苔をむす太き幹より一尺ほどの一本に枝出で桜花咲く
国歌を歌ひ出すとき右の手を左の胸に添ふアメリカ人は
自らの意志に控訴を取り下げて死刑確定す植松聖容疑者
ベニカナメの新芽は厚く茶色なり四月に芽吹き緑葉を被ふ
水たまりに小さき枯葉飛んできて天道虫が乗り水を掻きをり
大雨に土砂流れたる岩間より水音たてて流るる清水
一粒の油菜背高く育ちたり根は大根の如く太しも
朴の木の枯葉は落ちて手の平を伸ばしたやうな形を見する
一晩に五軒燃え尽きし火事現場家は建たずに駐車場となる
認知症に非ずの判定結果出て車運転のハンドル握る
暗くなり雨が降り来て風吹くもマツヨヒグサは夜花開く
人々が眠り続ける一晩中花開きたりマツヨヒグサは
老化防止認知症防止に利くといふエゴマの種子を喜びてまく

庭隅の一角に生ふる小錦草平べつたくして放射状に這ふ
白く光りほのかに匂ひ粘りある新米をことし初めて食す
いざといふ時のためにと吾が友は身辺整理を着々するらし

小林芳枝

義母われを芳枝さんと呼ぶ人に付き添はれ一月吉日スマホ手にする

超薄く切られゐるハム二枚づつに分ける破れぬやうに剥がして
一枚の食パンを焼く円形のハムにとろけるチーズ重ねて
さしせまる空腹感のなけれども欠かすことなし一人の朝餉
朝あさの手順おほかた定まりてトレイに乗せる最後はバナナ
食パンを中心とする朝食に味噌汁はなくときをりスープ
心急くことある朝は食パンを千切りて供ふ仏の碗に
何時だれが手入れするのか柵の内に咲きて華やぐ沿線の薔薇

出来ること解ることからやつてみる時間をかけて手に馴染むまで

ミニトマトを立ち位置変へて見つむれば取り残したるトマトが見える

庭木の下カボチャの種をまき蔓伸びれば庭木の枝葉に這はせんとす妻は

根元までシャベルの先を掘り下げて雑草にからむ葱を取り出す
いくにちも降り続きたる長雨に畑の小石白く洗はる
カボチャの種を庭木の下に播く妻の木に蔓を這はす成功したり
八十を越えたるわれの人生も最終楽章に入ると言ふべし
この夏を暑い暑いと過ごす葉月後期高齢者八十三となる
スコップに石があたりて穴ほられ田舎の伯母の五十年前土葬
手袋をはめず雑草を抜きて行く隣の媼のごつごつの指

駅五つたちまち過ぎて日暮里に近づく車内ざわざわとする
南風吹き込む昼の商店街目指す店までまつすぐに行く
店先に春の野菜を低く積む町の八百屋に「密」の気みえず
目いつぱい間口おほきく開かれて野菜果物乾物もろもろ
手にしたる野菜を棚に戻すひとスーパーにては憚ると言ふ

片時も離れずきたるケイタイの所在求めて記憶をたどる
七日ぶりに戻りきたれるケイタイを握り締めたり警察署にて
ケイタイをなくしたる夜の辺りよりをりをり兆す老いの自覚は
使用期限二年先だが機種変更促す通知しばしばとどく

日本酒の飲みくらべなどしたる夜の日比谷線浅草線そしてタクシー

熱せらるる駐車場に湯気の如く水蒸気立つ夕立の後
熱中症になるから畑に行かないで三十度を越す日妻の言ひ放つ
この夏の雑草の伸びが異常なりと本百姓の媼は言へり
黄金色と深紅の色が際立てり競ひ色づく稲穂と曼珠沙華
蟻たちが畑の土に穴をあけさらさらしたる砂を持ち上ぐ
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作品年鑑間に合はざりき七百号祝ひくれたるメールがさいご
わたくしの生きた証といふ歌集ひらけば孫がゐて友が居る

五月二十一日に逝きしとぞ二十日の夜メールをくれて何がどうした

もしかして花になるかと微かなるふくらみに寄る朝にゆふべに
わが部屋に初めてひらく胡蝶蘭しろくまぶしく少し横向き
分かれたる花茎の先にもひらく花をりかさなりて騒がしくなし
向き向きに花ならびゐる弧の先にふつくら下がるさいごの蕾
ポットより出して素焼きの鉢に入れ別居させよう花が終へたら

葉の間より出でてぐんぐん立ち上がる太き花茎に目をみはるのみ

あひだ

公園の桜の下の古きベンチ浅く坐りてすぐ立ちあがる
フロアより椅子除かれてガラス張りの郵便局に所在なくゐる
両足を重ねて待てといふシール進めば一歩レジにちかづく
よかつたらとどうぞと誘ひくれし日の近藤さんちと筍のやま
広庭の花壇の縁の竹垣に明日辺り咲くといふ牡丹数本
一握りほど摘みきたる野の蕨茹でて食べたり広き座敷で
もう少しすれば蛍が飛ぶといふ流れは細くひかりゐたりき
持ち山といふ竹林に登りたり近藤さんの跡を踏みつつ
竹のなかを抜けて走りき山際のバス停まで太き筍下げて
竹林を外れてひとつ草はらに生えゐし筍をまた思ひ出す
ホームページ画面に昨日見てゐたる『醜の夏草』わが手に届く
絡み合ひ縺れ合ひ躍動する草の描かれて淡きブルーの表紙
『醜の夏草』机上に立てて眺めをり鳥かと紛ふ影に惹かれて
小宮守を送りたる日の十二首を読みてまた読む夕食のまへ
数日で年明けとなる夜だつた黒を纏ひて会ひに行きしは
池袋に待ち合はせ友と通ひたる編集室の日々の折節

ざつくりと纏まってゐる春キャベツおもて一枚剥ぎて手にする
三日ほどを見越して少し余る量買ひて下げゆく野菜の重さ
慎みて籠れるわれに次々と作業がとどくノートパソコン
花過ぎて余生のごとく鎮まれる胡蝶蘭と過ごす今年の冬は
土はなく鉢にぎつしり詰まる根に水かけ流す月に二度ほど
もと
広き葉の本伸びる根を覗き「気持わるい」と言ふ女性たち

あとがきを読み歌を読み手のなかの歌集『那珂川』温もりてくる
急行の止まらぬ上福岡駅前にひろびろとしてバスターミナルあり

櫻井一江

をんな三人後ろに乗るは重たしと言はれつつ行きし慈光寺までを

「緊急時は皿にラップを巻けばよい」覚えてますよ体験話
孫のゐる家に泊まると言ひながら嬉しさうだつた例会の間に
開いてはとびとびに読み閉ぢてまた拾ひ読みして聞くきみのこゑ

キャンピングカーに行きし友との二人旅宗谷岬にも種子島にも

ランタナの鉢一杯に咲き誇り弟の笑顔と向き合ふ錯覚
故郷の庭にも盛りに咲きをらむランタナ我が家に勢ひ見せて
父母の明治大正昭和に続き吾も平成令和の三元号を得る
黒々と網シート掛かり勝鬨橋の補修工事続く東京五輪を控へ

行くといひ無理といひ行きたいといふメール熱く届きぬ例会の都度

仰向きて目に落としたる一滴の沁みてひんやり脳につたはる
雨はまだ降らないけれどじんわりと滞りくる空気の重み
北の窓おほきく開けてアラームを解除してゐる午前五時すぎ

コート脱ぎマスクを外し窓開ける石鹸の匂ひ残るこの手に
春の雨激しき中に園児らの「おはやう」の叫び「コロナ」を凌ぐ

工事中の橋の歩道は狭められ八か所に窪みの「すれ違ひスペース」

「勝鬨の渡し」とされし明治期の戦勝記念の名そのまま「勝鬨橋」
大型船の通過に警笛鳴り響き橋の跳ね上がりしは昭和四十五年まで

平和なれば二度もの五輪なされるを勝鬨橋に深く刻み込まれむ
隅田川の近くの店に置かれ有る情報誌に何と「勝鬨橋をあげる会」

手を繋ぐ親子と自転車其々の絵を描き「歩道」に区分示さる
新しき歩道に春の日輝きてマスクのままにウォーキングに出づ
泥付きのタケノコ見れば迷ふなくスーパーのかごに旬を購ふ
友の郷福井の山菜フキ・ワラビ旬の恵みをこの手にずしり
手間かけてフキの皮むく在りし日の祖母に従ひ手伝ひにけり
自粛なる暮らしの中に山菜の匂ひ広がりキッチン息衝く
切り口の緑の濃さに早蕨の力いただく思ひ膨らむ
妹の生日たりしこの朝「おめでたう」の失せて二年を経たり
根菜をゴロゴロ煮込みし妹の味良き煮物の語り継がれ来
冷蔵庫に入れず保てる妹の漬けにし梅漬け我が恵みの菜
梅の実も赤紫蘇も自ら畑にて作りし妹の梅漬け遺る
三月の彼岸会の本堂コロナ禍に参拝日を分け人数を減らし
鉢に咲くカラーの二輪純白のドレスを纏ひ舞台に立つ様
一月尽旅の予約を入れたるもコロナ禍続きキャンセル幾つ
ぎりぎりに日を待ちながら観察し遂に止めたり四国の遍路
わが街に築地市場の無くなりて朝の初動の時間に変化

法的に「自転車歩行者道」の言ひ方の植樹帯を含む七メートル余の歩道

地下に次ぎ歩道工事の機材など日ごろ置き有る我が街の景
工事中近隣を綺麗にと隊なしてゴミ拾ひ続くる工事従事者
三月尽の工期に追はるる人達の無言の連携動作の早し
背を丸め次々苗木を植ゑ付くる作業者の気迫に満ちたる道辺
聳え立つ欅の下に緑濃き寒椿・ムクゲの街路樹整ふ

三時間余車道に坐して待ちゐたる「台北一〇一」の花火を見むと

満了日二か月を切るパスポートさらり今度は十年に切り替ふ
この先の命は神のなす儘に十年用パスポート拝み手にする
龍山寺の至る所に経本の厚きを開き唱へる人々
日向ぼこする縁側に干されゐしミカンの皮と祖母の顕ちくる
パリパリに干したるミカンの皮包み湯船に入るる倣ひ受けゐつ
誘ひ合ひ食べられる草を摘んでくる小学生たりし我らの仕事
野に出でて食材担ふ摘み草は子供の誇りとし日ごと続けき
何もかも買はねばならぬ我が食材「食品ロス」読み更なる誓ひ
一年中売られるトマトを見過ごして露地栽培の旬の味待つ
肌ヌカの付かぬ無洗米使ひきて便利さ上に「エコ」に繋げり
無洗米のヌカは肥料飼料に変はり研ぎ水植木に遣りし日遥か
知らぬ間に「パンデミック」の語に慣れて世界の地図に目を遣る多し

目に見えぬウイルス感染拡大に「高齢者は特に」と役所の御達し

菜の花の回りに梅の木花を過ぎ小さき実を付け縦横に伸ぶ
英国に発見されしコロナウイルス半世紀余を経「新型疫病」と化す

新型の生活用品選ぶ世に「新型ウイルス」の猛威底知れず
志村けん「コロナ」に没し若者ら感染恐怖を真顔に語る
早々の桜開花の列島を混乱に追ひ込む「コロナ」の猛威
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丑三つにトラックの発車音常有りし市場業者はこの街去りぬ
埠頭に建つ冷凍倉庫群そのままに荷運びトラック豊洲へ向ふ
ビルの間をそちこち止まり啼き散らしカラスの群れの退散早し
暑き夜の明ける気配の午前四時静もる街の風景尊し
夕焼けを見るに叶はぬこの辺り築地大橋へ向かふも既に薄暮なり
豊洲埠頭にレインボーブリッジ迫り右方に大いなる太陽赤々照らす

大橋を歩み歩みて辿りたる豊洲埠頭に立ち夕日を拝む

少しばかり溜めておきたる水使ふこんな日があるとは思ひもよらず

断水のいつまで続くか落ち着かぬ午後なり復旧をただに待つのみ

仕方なし不安のままに三時間経ちて夕方みづ出で来たり
道の下に水道管のあることを時々意識す歩く時には
ビルの間に根岸湾の朝の海青くきらめき汽笛が一つ
水道管古びて事故を起こす前に何かしかるべき対策あらむ
口角の荒れてピリピリ水泡が破れたのでせうと皮膚科の医師は
体力の落ちてゐたるかストレスの溜まりゐたるか不意打ち食らふ

ひと月のたちまち巡り保険証確認列に並ぶ十番目
通院の一年を過ぐ黄葉のメタセコイアにまた逢ふ嬉し
四方八方鉢水飛ばし鵯の水を浴びをり立冬の昼

澤木洋子

生垣の隙間にみゆる空室の庭の芝生を荒草覆ふ
ＡＴＭ一台のみの郵便局あるだけでもよしわが住む丘に
大欅ひともと立てる広場には祭りの時のみ人が集まる
ポストまで行つて来ますと家いでて歩くは楽し少しの距離でも
植込みにひとつ伸びたる待宵草しぼみたる花けさ五つほど
新しき鉛筆の手触り久しぶりボールペンより軽量にして
さういへば選挙に鉛筆つかひたり国勢調査も黒い鉛筆
仕事もたぬ暮しになりて書き入れる国勢調査の項目少なし
ジャガイモの傷みたるところ取り除き若布加へて今朝の味噌汁
溶接の火花を散らしロープウェイの駅舎の建設工事が進む
桜木町駅前と運河パークまでを繋ぐロープウェイは来春開業
観光を目的とするらし八人乗りゴンドラからの眺めは如何に
桜木町駅前広場に並び立つ木立に聞ゆる鵯の声
並べある花束の乱れを直しをり客をらぬ時も店の人動く
午後からの舞の稽古を待ちながら梅干し入りの握り飯食む
ビル内のベンチに坐り横浜の人らの装ひ楽しみて見る
爪先を立てて両膝つく跪座の美しけれど長くは出来ず
何もかも椅子の生活足の指の付け根ふにやふにや鍛へ直さむ

やはらかく脳を保つに文庫本アガサ・クリスティーに吾は親しむ

神経節に潜み活動の機会ねらふヘルペスウイルスに負けてはならず

皇居でのウォーキング中止に我がコースその日ごと選び大橋を行く

高低のきつき晴海大橋よりも距離は長いが豊洲大橋緩し
隅田川に朝潮運河に晴海運河にと架かる新規の大橋の恩恵

琴の音にいつしか和み梅園に冬雷モードオフに切り替ふ
「熱海の梅十二月から咲きますよ」運転手さん気さくに話す
黒船号 Suica
で乗れますと駅員さん改札口に声掛けくるる
花瓶の水替へゐる途中に水止まり家中の蛇口捻りてみたり

桜井美保子

我が街のビル林立を横に見て増えたる大橋を親しみ歩む
信州の葡萄持ちゆく我を待つ友は隅田川テラスに立ちて
久々に会ふに丹波の栗を茹で我を迎ふる友の温もり
三十センチ程の鱸はピチピチと勝鬨橋袂に釣りあげられて
隅田川に釣りする家族の笑ひ声川面に響き辺り和ます
皇居歩き中断し半年の仲間たち先づ再開の隅田川ウォーキング
解除されたるといへどもマスクして徐々に友らと行動始む

抗ウイルスの薬を塗りて口角の傷治りたり今朝は化粧す
幼き頃かかりし水疱瘡の傷のあと額に残るも今は気にせず
行き帰り素顔にて身支度手軽なり週に二度ほど初心者水泳
肩甲骨大きく動かし水を掻く進むことのみ頭にありて
遠出ひかへ作品年鑑の校正にまなこを使ふ午前また午後
三月と四月の例会休会なりこのやうなこと今までになし
感染の収束まではどのくらゐかかるか予防にも根気が必要
ジムのレッスン休講続き小一時間歩くことにす花を見ながら
荒草の刈られて日の差す斜面には思ひがけなく菫群れ咲く
最前線に立ちて治療に尽くしゐる医療従事者の安全ねがふ
人から人へ広がり行けるウイルスを抑へ込めるか先まだ見えず
長期戦となるかもしれぬと思ひつつラジオ体操スクワットする
食料品買ひにゆくのは夫の役ちかくのスーパーへ混まぬ時間に
春のひかり注ぐベンチに坐りをり鶯の囀りに耳傾けて
笑ふこと忘れてをりぬ YouTube
に落語聞きつつ思はず笑ふ

インターネットに検索すれば我が街の水道管破裂の写真出てをり

家族にも読みやすきやうにと歌集には旧仮名のルビ小さきひらがな

掲示板ひととき賑はふ古典講読知らせてくるる書き込みありて
新型のコロナに喘ぐこの年は五月を母の月といふらし
枝から枝飛びまはりゐる小雀の動き素早し散歩の道に
久々の鰈の煮付け味しみてうまいと言ひつつ夫は晩酌
七〇〇号凄い歴史ですねおめでたう購読の友よりメールが届く
冬雷のホームページに訃報書く歌びと大久保修司氏の逝去
六月号届きましたと選者らにメール呉れしは旅立つ前日
浜木綿の表紙の作品年鑑を手に取らぬまま逝きてしまひぬ
大久保氏自ら描きし表紙カバー那珂川の水辺に舟二つあり
歌集名の川と思ひて近々と清き流れを見し日も遥か
災害にて断水と停電を切り抜けし知恵と工夫を歌から知りぬ

八年間わが使ひたる Windows
買ひ換へて夫専用となる
われは Mac
夫は Windows
机ふたつ並べて過ごすコロナ禍の夏
パソコンの廃棄の仕方分からずに娘を呼びて調べてもらふ
パソコンが不調なるとき役立てむノートパソコン予備に持つなり

エコパックの集荷頼めば局員はパソコンですねと慣れたる口調

角切り肉多すぎるほど入りたるカレーを喜ぶ娘も夫も
休業の要請解除のスポーツジム再開すれど行くをためらふ
マスクして運動するは苦しからむ散歩のマスクがわれには限度
駐車場の繁みに混じる屁屎葛つるを伸ばして愛らしき花
パソコンに向かふ仕事の増えて来て眼鏡の曇り拭ふ間の惜し
あると便利夫の言ひて錦糸町の店に買ひくれし軽量ルーペ
眼鏡の上にかけるルーペは拡大率一・七倍活字くつきり
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一週間連れ合ひ預けリフレッシュと友の晴れ晴れ飛び立ちゆけり

日曜日気怠き午後を看護師ら声弾ませて通り過ぎゆく
胆汁の色のやうやく落ちつきて鈴鹿連峰初冠雪にあふ
母在らば叱られさうだ悪態を今は画面にぶつけ爽快
短縮に何の意味あり「ガイロク」は街頭録音正しく発つせ
小指ほど名鉄電車のかいま見ゆ十階夜の発見ひとつ
ヒトウシの成分含む輸血剤まさか明日よりモウと鳴くまい
わが為の言葉遊びと声に出すいちじつらつき一日楽喜
鵯のさぞ口惜しや嘴の届かぬ先の南天五粒
冬晴れのよつこいしよつと屋根裏へ飽かず御嶽伊吹堪能す
病巣の小さく固まり思はざる安息の日々を賜る嬉し
映像と数値を示す先生の指には今日も結婚指輪
消化器の通院中ゆゑ伝染はせずとことわりタクシーに乗る
きのふけふ姿を見せず尉鶲わが待つここへ帰りこよきつと
中継の議事堂内に見当たらずマスク姿の先生方は
週二回教室通ひの楽しみを夫より奪ふ新ウイルスは
転寝の覚めておぼろに指を折りゆるり現へ戻り来りぬ
余命なぞ寿命天命春風の花だいこんと見ゆ去年今年
言ひ抜けを見過ごすまいぞ中継の画面に今日もぐたぐた
身の内の挿入管に相似たりコロナ映像見るたび沈む
くれぐれもコロナ菌にはご注意を文字もやさしく泰子様より
詮なくも案じてゐたり頑なにアナクロ通す君が行末
先生の前の画面に恥づかしや骨格ながらのわが裸体在り
賜ひたる二度目の春の嬉しかりトマト茄子苗購ひ帰る

制作に葛藤のあり喜びも振り向き見ればすべて遊びぞ
人生をすべて遊びと想ふなら殺むる他は許さるるらむ
池袋の画廊に貴重な時間割き訪ねくれたる数多の人よ
台風に電車は止まり術の無く画廊を一日休館とせり
油絵と七宝焼の二人展第四回にて遊びの終り
故郷の川の氾濫知らせくる弟の声尋常ならず
描きたる川の状況気に掛かり訪ねて視たる川岸の惨
水面より二十メートル余に架かる橋乗り越える濁流の痕
天然の岩のきざはし其の侭に笹濁る波岸辺を洗ふ
甌穴の崩れなど無く濁流の僅か削るや変化の見えず
槻川の下流決壊したるころ谷の水量俄かに減ると
風呂あがる吾を待ちつつ脱衣所に座り居りにしかの虎猫は
先輩の猫横切ればレトリバーは一歩しりぞき見送りにけり
ゴールデンレトリバー連れ朝夕の散歩に確かな信頼ありき
犬の名をマックスと付け抱き合ひし孫訪ねきて婚を知らせぬ
式場を下賀茂神社に決めるらし令和三年春の佳き日に

延ばすにも切るにもひとつのリズムあり見様見真似の母の手元の

歌心芽生えることなくひと日過ぎ窓越しに観るコールドムーン
元年の最後を飾る満月に願ひたきこと幾つかのあり
暖冬に霜枯れのなく裏庭の蕗あをきまま薹の芽吹けり
方形に刈り整へて五十年生垣の黐赤芽萌えそむ
一晩をひたし置きたる日高昆布ふつくらとして水を染め居り
出汁をとり捨つることのなく昆布刻み少し辛目に作る佃煮
中力の地粉を常に備へ置く田舎にゆけば寄る道の駅

エヌアイアイ何を指すやらコマーシャル箸止めぽかん夕餉のふたり

明治御陵抜けて通ひし小学校道草の四季頻り懐かし
コロナ禍の形ここにも金曜の工場駐車場を父と子駆ける
山積のやらねばならぬに目を瞑り現を抜かす数字のパズル
梅雨闇の一所を占めて半夏生こんな生きやうあつたのかもと
豪雨禍の日田の山川映るたび今も疼きぬ俤はるか
二人より四人となりてやがて果つ花ならわれら一年草よ
コロナ菌予防注射へ出かけますおつむの弛ぶ声の哀しく
相手への感謝をいちに藤井棋聖小首を傾げ勝因語る
天眼鏡片手にめくるコンサイスアールかエルかアラート捜す
少しづつ食事の量をふやしきて赤黄緑が支へてくれる
朝夕の琵琶湖を見つつ育ちしと「湖照」となりて友の旅立つ
エレベーターに岡井先生と遭遇す十階までのオーラ独り占め
存分にこの世楽しめほやほやの蟬の抜け殻ポポーに見つく
放置せし刺し子布巾仕上がれば棒線に消す終活のひとつ
朝あさをバイクをふかし駆け抜ける少年のけふ安らけくあれ
しとしとと降る雨音は子守唄夜明けを知らず光の眩し
朝昼夕何食べようか食欲のふつふつ嬉し朝をまどろむ
寺行事の菓子とりどりに団子添へお庫裏さん友の応援嬉し
一幅の絵と納まりて稔り田に沈思黙考青鷺の見ゆ
十五夜の月下美人と吾が居て右側君の頬の耀く

嶋田正之
ピンセットに銀線立てる注力と気力の徐々に萎えゆく妻は

人寄せの席に必ず出すうどん秩父地方の風習にして
説明のつかざる雲が一つ浮きやがて薄らぎ碧に溶け入る
ひむがしの遠き梢のその向かうつつと伸びゆく細き一筋
爆音は空の彼方に吸ひ込まれ飛行機雲は太くぼやけて
剪定のされざる古木の白梅が薄汚れたる花をけぶらす
からからと転げる枯葉の見当たらず北寄りの風真正面から
百年前のスペイン風邪の伝説の現となれるパンデミックか
子や孫が上から目線にものを言ふ近頃うるさき免許返納
密閉に密集密接三条件整ひをればやむなく自粛
近隣に酒酌み交はす友居らずましてや話の合ふ人のなく
満開の木下に愛でる人のなく朝ひとしきり雪の降り積む
縁うとき隣人家族と図らずも朝の雪掻き会話のはづむ
庭石の隙間に何時しか根をのばし今朝開きたる射干の数輪
ボロギクの黄の花残り綿ほほけそぞろ風待つ季となりたり
口笛に鳴き真似すれば鶯は縄張りなるぞと返しきたりき
傘マークに描かれし左のあの子いま認知症とぞ風の噂に
老楽の次の言葉に想ひ馳せ焦げ付くやうな落暉を浴びる
黙々と証拠隠滅為す作業錆釘を抜くそのカンバスの
毎日が非日常的仕事なりテレビ番組制作現場
収録の完成したるスタジオの集合写真に亡き俳優と
懐かしき数多の写真をチラと見て纏めて捨つる躊躇はあれど
モノクロにて再放送もされる無く印象薄きドラマ作りき
砕け散る滝のしぶきに青々と濡れ光りたる苔の岩肌
山間の道辺に渋沢平九郎自刃の石碑苔おびて建つ
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そう そ しゆく ふ

マーガレット・フォックスはいま東秩父伝習館のガラスケースに

官軍と敗残兵の戦ひを曾祖 叔 父は人聞きに描く
素描にて描かれし武士が時を経て渋沢翁の養子と判る
平九郎と知らず描かれし素描いま巡りめぐりて村の遺産に
延期派と中止派それぞれ拮抗す第五十四回創展は
ウイルスの静まる気配見通せず展覧会の中止決断
半世紀続けきたれば高齢化進み若手の参入も無く
完成の間近なりたる滝の絵を暫く画室に眠らせて置く
いつか来る免許返納の日を想ひ構想巡らす抽象の道
絵を描く体力まだまだ漲ると日頃己に言ひ聞かせるも
幾百年姓繋ぎ来て絵を描き短歌をつくる男が独り
纏ひつく暑き無風の道をゆくひとつ覚えの何時もの時間
ヂリヂリと読経の響く木の下に蝉を弔ふ蟻の葬列
向かひ家の児等育てたる一本のゴーヤ頂き作るチャンプル
暑き午後ＤＭ便に届きたる大山歌集『醜の夏草』
白の地に薄藍色の草の絵にバーコ印刷光る黒文字
為政者に向ける眼の鋭利なり静かなる世を願ふ歌叢
昭和二年アメリカ生まれの人形が一万二千余日本へ来ぬ
人形の個々に名を付けパスポート持たせはるばる横浜に着く
人形との記念写真に小学校教員なりし束髪の祖母
敵国の人形なりとその多く竹槍突きの標的とさる
戦時中秘かに護りし青い目の人形在りと祖母より聞きき
ベビー帽目深に冠る人形は靴底を見せ籐椅子に座す
九十年経過すれども人形の衣服乱れず瞳涼やか

祖母達の秘かに護りし青い目の人形に逢ふ夏の故郷

関口正道
定年後間なく始まりし耳鳴りを忘れたる如く耳遠くなる
自販機の「午後の紅茶」の落ちる音目覚めぬ街の冷気震はす
記念樹に貰ひしゆづり葉その時は握りても指の重なる細さ
ゆづり葉の幹はをみなの胴回り程に成り葉はばらばらと落つ
ＶＴＲ巻き戻すがに思ひ出す「幸せだつた」は母の虚飾ぞ
動脈瘤五〇ミリを超えれば破裂する確率増ゆると外科部長の診断

右手首に琥珀色せる消毒薬たつぷり塗られカテーテル検査待つ

柿 ・花梨 ・梅 ・柚子の順に枯れにけり実の生る樹木我が家に絶えたり

夕暮れに薄き三日月仰ぎ見て柘植刈る作業急がむとする
油槽修理二千万円とて閉店すとガソリンスタンドの翁は微笑む
軍人に避戦の選択非ざるを感得したる今日この頃にして
斑模様の正木の勢ふ生垣に向けて初めてスマホを翳す

血流は見えざるゆゑに腹這ひてドクドクといふ音を確かめてみる

二階の和室使はぬゆゑに戸袋に野鳥の運ぶ枯葉が溜まる
上り来て道標を掴み息をつけば警官の凝視が視覚に入る
アメリカ大使館の塀の画像をも消去せよと言ふ警官のあどけなき顔

「北風小僧」近づき来れば灯油買ふ聊か高いが手つ取り早し
ヤビツ峠へ水汲みにゆく九十九折の中途の富士見櫓にも寄りき
カーテンを少し開ければ今朝の富士頂きは一刻赤味射しをり
五万円さへ預金からの送金制限さる老いの括りに怒りも涌かず
散歩道の傍らの畑の灯台草はや蔓延りて春来るを知る

タオルケットの下からはみ出す部屋用のメガネは又も潰れてゐたり

吾妻橋の十年間の工事終了すコロナ禍に開通式を中止する現実
ネットに見て 「西利 」の糠漬け思ひ出す自分で漬ける鰥の友は

酸素吸ふ鼻チューブの上にマスク出来ず身障者申請に出掛けられずゐる

伯母の女中奉公のときの二・二六事件詳しく聞かざり今に悔やみて

酒飲まぬ吾には元々 〝三密 〟は縁なきものよコロナ禍無視する
衣食住メリハリ無くてうらがなし思考経路にも掛かる薄雲
勝鬨橋の橋脚の端より川面見てサックスを吹く若者をりけり
総理大臣の左の頬に顕かに斜めの亀裂見てストレス肯ふ
戦地からの墨で塗られし葉書の個所一応表のその部分を見る
金盞花水路に垂れて纏ひ付くオキナワスズメウリの赤玉青玉

七種類日に十六錠の飲むクスリ朝の仕分けに欠伸吞み込む

戦前のモノクロ画像にＡＩが色付け為したるサインポール見る

宅配便の天地無用を訝しみ開ければ緑濃き葉のチューリップ一鉢

北風のあれば霞は払はれて富士の高嶺の白妙現る

同世代いよよ此の世を去る人の増え来て悔み欄の気になる日日

倦怠感あれば「志村けん」思ひ出しボンベの数値上げしつかりと吸ふ

下ろしたる新札折り畳むまでもなく今日締め切りのブログ代振り込む

吾が家に花咲く一樹の紫木蓮に雀が飛び交ふ冷気に負けず
五十年営みしスーパー壊されて更地に思ふ開店時の華やぎ

つややかに伸びゐる杠葉枯るるなく仰げば風吹きぱらぱらと落つ

晴れの日の続けど乾かぬ畑の土これも水害か高台なれど
耐へ難き肌寒さにて衣更へやつとしたるは十一月初旬
絹さやの紫色の花びらの懐かし恋ほし種まく晩秋
苗箱にぽつぽつ発芽絹さやに次の試練の冬越し待てり
暖かき陽気に伸びて絹さやは冬越し難き姿になりぬ
貰ひたる食用菊を独り食ふ癖ある味に家族は嫌ふ
古き茶葉フライパンにて空炒りす香りの高き焙じ茶となる
パンジーは冬から春への間を保つ苗を幾つか鉢に移植す
両国のちやんこを囲むバスツアー雨に濡るるも鍋に温もる
泡の立つ入浴剤に温まり長湯になりぬ寒さの増して
地震増え首都直下かとネットデマ読み入る我もその加担者か

中村晴美

嗅覚は健在らしも茹で上がる小松菜の匂ひの慎ましきかな
貰ひたる冬雷ふた月分を発送す三十五人なれどもひと日の仕事
特別弔慰金の五年間の最後を受け取りぬ確かむるほどの額はなけれど

戦争論推敲すれば 〝き 〟の字の多し志気血気ありて飢餓棄兵もある
塀際の譲り葉は隣家への電線に邪魔をしてると剪られてしまふ
通学の再開されたる子らの行く道の傍らにヒメイタビ垂る
コロナ禍に横文字多く検索を繰り返しをれどもおほかた忘る
遂に我れ身障者用手帳を交付さる医療費の減免肯ふほかなし
天邪鬼の自覚を成せば見えて来る精神論が勝る昭和の戦争
こ と と ひ
言問橋越え柳あをめる千束を訪ねしことも追憶のひとつ
木島茂夫先生が散歩に行きし新大橋支柱は黄の色高く鋭し
紫紺色の平たく長き清澄橋カメラに収まらず東西に分かつ
隅田川に鉄橋を架けし後藤新平西園寺公望に嫌はれ総理に成れず

中学の友の出世頭の弁護士が癌で死にたりと和紙の手紙に
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トラクターに粉砕されたる黒マルチ土に還らず強風に飛ぶ
わが家の駐車場に吹かれ来て溜まる黒く群れなす粉砕マルチ
更地なるコンビニ跡は砂利敷かれ農地に戻るは無き様に見ゆ
徒歩圏のコンビニ消えて郵便のポスト目指して車に出掛く
白き粒激しく降れり唐突にあられか雹か窓ガラス打つ
春節の中国人は金落とすコロナ流行るも入国拒否せず
冬の庭茶色の景の一角に水仙の葉の短く立てり
ネットにて発注したる野菜種つぎつぎ届く立春過ぎて
立春後まづはピーマンの種蒔きす育苗箱は何年物か
また一軒新築だらうか我が家の周りゆつくり賑やかになる
夕食後バレンタインデー今日と知る何時もと同じ一日終へて
ひと月は常より早く白き花クリスマスローズ二月の庭に
茨城は納豆食べてコロナ無しとネットデマか棚はガラガラ
新型のコロナウイルスおほごとに子らは休校イベント中止
腰痛の姑乗せて向かふのは評判の良き整形外科へ
いつもなら外に溢るる人のゐる整形外科のロビーは静か
自粛をば要請するは詰まるところカネは出さぬが命令と聞こゆ
ＢＣＧが重き肺炎防ぐといふコロナウイルス絡みの話
左腕に薄くＢＣＧハンコ跡コロナに死なぬ根拠なき自信
プランターに花びら弱るチューリップ強風二日台風より長く
台風の如き強風受け流し蝋梅の枝に新芽の萌えぬ
コロナ自粛に夫はしばし家にをり安否の電話職場にするのみ
スマホにてテイクアウトの寿司選ぶ在宅勤務の夫との昼
本日はハンバーグ店のテイクアウト自家用車にて持ち帰りせり

日かげの田「かげんの田」と呼び山深く寄りそひ暮す山里を思ふ

日本海晴れて静かな海原を丘から見つつ初めての道
若者ら和やかに進む参道の今の思ひを育てゆくべし
松本市西山高く満月の傾き沈むは真夜中ならむ
松本の東山を背に育ちきて陽の当るのは昼頃なりしを
米子にて大山に昇る朝日見てしみじみ言へり力強さを

十二月インフルエンザにかかりたる友いふしみじみ普通のでよかつた

市内にも十七センチ雪積り二年ぶりなる雪かき楽し
どうしてか幼き頃から雪かきが大好きなりききらめく結晶
卒業生のみ出席の卒業式三段見出しの一面記事に
先輩を送る式なき戦争の過去を思へば今もわびしく
中国に世界に親族ある時代外国に子や孫ゐる人多し
九十になりし喜び伝へれば「家に一〇三の義姉元気」とぞ
高齢者健康のために新聞を声出して読めと言はれ従ふ
かぜ予防マスク不足のニュースあり各家で作りし頃を思へり
一枚のガーゼたたみて紐はさみ毎夕のばして洗へば乾く
箱詰めのマスクのありて使ひすて当り前なる今のくらしか
松本市今朝は三度の寒さらし風邪のもとになりやすき冷え
マスク用型紙が市報に載りをれば娘寸暇にミシンに向かふ
米子市の賀茂川沿ひに見て通る白鳥一羽に添ふひな三羽
北帰行せずに中海に続く川親鳥に固き信念あらむ
マスク使用今も続けど忘れがち玄関内に「マスク」と貼れり
苺苗葉は元気よく実は小さし苗屋さんに育て方きく
島根県の人と農業あれこれを楽しく語る初対面にて

東京の患者の数の激減す非常事態の解除間近か
ひさびさの回転寿司の待合はマスク姿の人賑やかに
自粛より解放さるる気の緩み行きたき店の次次浮かぶ
全口座紐付け義務化浮上して政府に残高知らるる不気味
大雨の降る庭に咲くエキナセア根は抗ウイルス薬用らしき
ネットではコロナに効くとエキナセア怪しき表示の健康食品
大臣の膝元ゆゑか久慈川の新たな堤防短期間に出来
太陽を浴びれば急に成長すピーマン大きく枝に下がれり
日中のうだる暑さの反動か雷とどろきて暗闇を裂く
草刈りの絶望的に追ひつかぬ目立つを抜きて盆を迎ふる
わが住める市にも有りし核施設かつては寒村苦渋の選択
たまたまの事前放流成功か川沿ひに住むは命懸けに見ゆ
秋となり台風コースは我が地向く事前放流検討さるるか
記帳すもドコモコウザの文字の無しひと安心も不安の残り
台風の季節到来テレビでは去年の洪水特集流す
庭に咲くインパチェンスは春に植ゑ花途絶えずに秋へと続く
発行さる地域振興券忍ばせて行きし寿司屋に行列できゐる
振興券はコロナ感染招かぬか行く先先にひとだかりなり

橋本文子
千曲川の曲大らかに唱ひたる信濃の友らいかにゐるらむ
十一月六日朝の松本零下六度まるで冬だよと松本の友
秋の朝冷え込めば昼間よく晴れて家々の柿美しかりき
白菊を大事に育て三年目今年は淡き桃色に咲く

玉ねぎの出荷忙しき六月は袋詰めしてスーパーに卸す
玉ねぎの出荷を我も思ひ出す土と外の皮おとす埃もうもう
稲育つ初めての汁猪は子を連れてきて吸はせてしまふ
秋は梨ゐのししは幹に体当り落ちる実を子は食べて育つと
青々と稲田の続くはるか先みどりみどりの中を進めり
静かなる淀江の館蟬しぐれ細くて厚き木橋を渡る
やや遠きひまはりの園を見に行くと娘家族に誘ひ受けたり
市街過ぎ東へ北へ進む道みどり輝く稲田の続く
駐車場に県外の車多くありカメラ携へ人々若し
ひまはりに蜂の見えぬと安心し人々花の中に語らふ
花に囲まれ語らふ人らそれぞれに声も静かに時は過ぎゆく
ミニトマト枝先枯れる十月に新しき枝根元から出る

増澤幸子
ペースメーカー十年もつのに取り替へる医師はにつこり肩に手をおく

花の香に気付きて見上ぐる金木犀梢に高だか黄の花咲かす
検査のたびリストバンドを示しつつ患者ルールの一週間過ぐ
この年も高原の紅葉めでるなく庭先の花眺めて過す
白壁の蔵に干柿のかげゆるる暮れゆく里を思へど遠し
喪の明けて正月料理を思ふ折娘は和風重の予約を言ひぬ
人生の花の時かと友と見る吟行会のスナップ写真
年末に神事大祓形代に息吹きかけて罪穢袚ひを受く
白加賀の春待つ蕾の固くして澄みたる池に枝広げをり
園の庭の籠に七草の植ゑられて見飽かず暫し佇みてをり
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ゆるる風ぬくみて来れば楽しみの絵手紙に春色の絵の具にじます

来し方をとりまぜ織るごと古布織を見入りて居れば夢の広ごる
紅々と実をつけゐたる千両が気付けば茎のみ揺れて初春
風なぎて気分良ければ足ならし残菊からむ垣にそひ行く
樟脳の香り漂ふ対の雛男雛女雛の座に迷ひをり
信号の変はりて人ら急くさまを見送りて次の信号を待つ
切り残す大根の頭真直ぐに葉の伸びゆきて小花を咲かす

切り株に若芽ののびて青々と力強しよ心をどらす
スケボーを友らと担ぎ行く若者の青春まばゆし声はづませて
親子して黒のコートを身にまとひ手をつなぎゆく幸の絵画
家ごもる若者子供らの心知れず吾は窓を開け庭の花見る
隅田川、千鳥ヶ淵に目黒川、上野公園のさくら今年はテレビ
いつまでも広ごるコロナウイルスに心肺の欠損を持つ吾たたかふ

気に入りの残布に配色柄揃へリビング華やぐわれのクッション

ブルーベリーのうすもも色の花盛り紫香り実るを待たむ
外出の出来ないままのカレンダー捨てず取り置くコロナ禍の記録

散歩にも行かれずなりて仕方なく階段の上り下りゆるりと始む

一日の水分量を注意してグラスに水を汲み娘は出社す
大太鼓も出ず子供みこしの声もせず静かに過ぎるコロナ禍の秋祭

一日のコロナ感染者数テレビに見つつ里の様子も気遣ひてゐる
マスクして額の皺のかくれるを良しと思ひて散歩に出でぬ
デザートに楽しみゐたる夏小夏やさしき香り指先に残る
庭先にガザニアあふれ咲きいでて黄に照れば何か力のわきぬ
友の住む熊本の水害気にしつつ所在わからずテレビに見入る

ベランダより見下す隣家に辛夷咲きめぐり明るく日昏れむとす
明治以来歴代天皇の御製には時代の背景こまやかにあり
独り居の不安をときに嘆かへば娘はすぐさま同居を勧む
ゴム紐の伸びたる下着を躊躇なく捨つる吾をば娘は咎む
風ぬくく雨の兆せる夕まぐれ俄かに辛夷の莟ふくらむ
水流を見つめてゐたる青鷺が立つ位置移す魚影さがして
風の向き変はれる夜半に醒めをれば長き貨車列の響動もし聴こゆ

幼少の吾に湯剝きのトマトをば与へし祖母の食べかたを継ぐ
川幅を狭めて茂る葦の洲に発ち遅れたる鴨がより合ふ
橋にゐて見下ろす川洲にヌートリアが巣穴に葦の葉を銜へゆく
葦の葉を噛みちぎり運ぶ巣の穴に雌らしきがゐて折りに顔出す
枝ごとの桜つぼみは膨らめど斜陽のひかり温みを持たず
杖の身を反らして蕾のさくらを仰ぎ「はよう咲きや」と老爺つぶやく

偶然に大久保氏と買ひたるヨーグルト見せ合ひしことやさしかりしよ

水谷慶一朗

一字づつ置く如く書かれし墨筆の一首が「地表」の見開きに遺る

十月より狂ひ咲きたる山法師の力おのづと日々に花増ゆ
季はづれの狂ひ花咲かす山法師ひと月盛りつひに萎えたり
狂ひ花すでに散りたるやまぼふし執拗に咲きつぐ一つ花あり
竪樋と壁のあはひに腹白くなりたる蝉のむくろが乾く
不運多く生きたる半生を悔しめど今更どうにもならぬ残年
東京に十二年住みしが憧れの蛇崩の道を遂に歩まず

涌きあがる川霧が閉ざしゆく視野に三十階マンション忽ちおぼろ

上枝より頻りに落とすやまぼふしの暗紅色のもみぢ縮れて
幾ばくか暗紅色のちぢれ葉を下枝に保ちやまぼふし立つ
花をはり種の袋を掲げゐて芙蓉の細き茎ゆれやまず
石垣に垂らし栽培する苺を「いしがき苺」と名付け売りをり
ハーネス握る人を賢く誘ひて盲導犬が改札口通る
自らの躰と対話して走るマラソン選手の意気あることば
仏前に供ふる水を若水と呟きながら蛇口より受く
曲がることなくつづく田水路の反照乱し騒ぐ鴨らは
畔道を人影くれば鴨らむれて漂ふさまに水路を移る
墓苑坂の傍の草生に蹲る鴉が頻りに喘ぎてゐたり
自らのからだを翼に支へつつ喘ぐ鴉はいのち終ふるか
ぱらぱらと霰のまじる雨の音さわがしく昼のベランダ濡らす
急速に昼くらみきて竹の径に山の驟雨は音あらく降る

スーパームーン煌々としてコロナ禍の恐怖ひしめく世界を照らす

人の密を避けて運行するデパートのエレベーターは客を満たさず

外出の自粛要請を繰り返し市の広報車が朝夕に来る
さざれ波ひかりつつゆく川の宙に真鯉緋鯉が吊られはためく
八条池に迫出す桁に浮くごとく錦水亭の奥座敷ならぶ
古木なす森は道真ゆかりの地天満宮の聖域にして
自粛して入場中止の寺広場あゆむ人なく鳩の群れ動く
玉すだれの青しげりゐるプランターに紛れて一輪の松葉菊咲く
玉すだれの中に咲きたる松葉菊の花一輪に心を寄する

豪雨のあと水嵩増して本流に入り込むところの底なき濁り
ゆるやかに街なかぬけて帯状の川はさざなみ耀かせゆく
早朝の蓮池のめぐり往き来する人の多くはマスクを為さず
吸盤の手足をひろげ階段室のガラスに守宮がへばりつきゐる
階段の灯りのとどく窓ガラスに守宮が虫をまちて捕食す
爬虫類の寿命しらねど二十年も出でくる守宮は子々孫々か
三階のベランダにきたる赤蜻蛉パイプの熱き手摺に休む
思ひきり地表を濡らし過ぎゆける豪雨のしぶく音すさまじき

川の土手にあがり直ちにマスクを外し息ふかぶかと吸ひつつ歩く

土手の道にマスクを外し続けざま深呼吸して背筋を伸ばす
自らの自粛籠りを解き放ちマスクをなさず川沿ひをゆく
帯状の川の水面は絶え間なく照り翳りつつ流れて止まず
水際をゆつくり歩く青鷺は折りをり水を凝視して立つ

両の手に買ひ物さげてマンションの階のぼるときマスクを外す

二本立つ桜のひと木が下枝より花咲きあげて満開まなし
花の散りしばし枯れ木のさまに立つ辛夷に活気の緑葉生ふる
行き止まりの裏路地にしてマンホールの形に茂るどくだみの青
休校の小学校に鳴るチャイム聴きつつ散歩の踵を返す
紅白の花混じり咲く梅古木に「思ひのまま」の名札が下がる
淀水路に沿へる二キロは二百本の河津さくらの明るさつづく
満開のさくらを仰ぎ巡りをれば花は濃淡の耀きをもつ
既に枝の形に広ぐ南天の若枝いづれも柔らかくして

南海洋はるかに雲塊一つ涌き台風となる経緯を映す

咲きのこる桜にメジロとヒヨドリがこもごもに来て上枝を揺らす

三十階マンションの天を移りつつスーパームーンはかうかうと照る

芝のみどり濃き河川敷の幾ところ西洋タンポポぬきんでて咲く
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ポン酢の香を味はひとして口中にぬめる青菜のツルムラサキ食ぶ

七月の初めに鳴きたる蝉のこゑその後は聴かず炎暑のつづく
裏の家の樹木につねは鳴きたてる熊蝉の声ことしは聴かず
雷鳴の近づく音に急きて過ぐ公園樹木の茂り騒だつ
梅田より直線四キロ難波まで御堂筋とふ公孫樹の並木
銀杏を実らせつづく御堂筋のいちやう街路樹秋の色づき
靴に踏まれタイヤに轢かれ銀杏が歩車道に潰れ異臭を放つ

森藤ふみ
立冬をひと日過ぎたる庭園にもみぢのいまだ青々として
「台風におろちの松が倒れました」園内見ごろ情報紙に知る
きちじやう
下草をかき分け友の見つけたる吉 祥 草の花のむらさき
信号の長きを待つ間手渡さる明日開店のコンビニのビラ
遊歩道の木下をくれば切株に小さき札立ち何か書きあり
栃の木の切株まん中少しくぼみ実生の幹伸ぶ二十センチほど
切株よりツンと伸びたる幹と葉の薄茶色して勢ひあらず
千鳥ヶ淵濠を見下ろす遊歩道生ひ茂る木々鳥たちの声
紅葉の見ごろを仰ぐ木々のなか見え隠れする鴉さわがし
せせらぎの音消え浅き池となり黒き鯉の二三およげり
バーべキュウ広場は桜の木々の下今日は人ゐず落葉踏みしむ
艶やかな葉を保ちゐるカランコエ赤き花芽のぽつんと出づる
カランコエの花芽なかなか膨らまず寒さのうちに年あらたまる
青菜類高値の続き育ちよきこの豆苗を切り取る三度目
家内の椅子に腰かけ雨をみる塀の高さに傘通り行く

木の棒が突つ立つやうに束になり若葉の伸びる蘇鉄の真ん中
茶毒蛾が発生してゐます寒桜の下道囲はれ幾月の経つ
緊急事態宣言解かれ街のあちこち工事再開の音
インターホンに宅配便の人の声ドアの前に置いて行きます
起き抜けの眼にまぶし要もちの葉の縁きらきら雨粒ならぶ
予報聞き空見上げつつシーツ類洗ふをやめれば薄日さしくる
不用品引き取りますとマイクの声外出自粛解除の街に
黄みどりの南京櫨の花穂みなしなだれてゐる小雨ふるなか
公園のテラスの下に雨を除け男性ひとりヴァイオリンを弾く
スポーツセンターの回数券の減らずあり体操教室中止のままに
薄暗くなりたる散歩の帰りみち歩道橋渡れば照明ともる
テレビ体操してゐる窓を通り行く自転車幾台みなリュック負ふ
ゲリラ雷雨けふも来るかと歩く道木下にあまた団栗散らばる
風鈴の素材いろいろ強風に煽られもつとも響くガラス製
店先に重陽の日の菊を見ずハロウィン用のかぼちやが並ぶ
休止中のウォーキングの会再開は年明けからとメールが届く
再開のシニア体操会場はマットの間に椅子の置かるる
久々の体操なれば椅子にかけ今日はしますと講師の言へり
並び立つ木下に分かれ散り敷ける金と銀との木犀の花
久々に骨董市の開かれる八幡宮の人出ぽつぽつ
昼前に立ち飲み居酒屋店あけてすぐに入り行く客二三人
象牙屋の店先に置くレプリカの像は変はらず立ち続けをり

嵩

豆いく種並べる台に光沢を放つ真白きいんげん豆は
金時豆黒豆花豆大豆あり迷ひつつ買ふ白いんげんを
白いんげん長く煮をれど皮硬く時にはじけてガスの火を止む
塩鮭に添へる大根あまるほど卸し半分冷凍保存す
赤きドアの脇に置きある灰皿に吸ひ殻あふれる家を見て過ぐ
節分に食べ損ねたる目刺し焼くふつくらとして脂ののりよし
きさらぎの暦めくればガリバーの巨大な像の駅前に立つ
桃の枝に菜の花麦の穂チューリップ添へある束を桶より選ぶ
傘を打つ雨音楽しみ街あるくシニア体操中止の日々に
体操の教室当たるも開催は五月半ばに変更されて
縁日に並ぶ露天の一軒に行列できるベビーカステラ屋
アボカドのけふは食べごろ割りみれば一日遅し茶の筋の入る
ベランダに唯一の花鉢カランコエ友に貰ひて四年目に咲く
公園の広場を埋める親子連れ一斉休校のちの日曜
五月まで延期の体操教室は全て中止と葉書がきたり
街川の護岸工事の終はりたり遊歩道成りさくらの並木
布マスク作り娘にメールをす欲しいと直ぐに返信のくる
毎朝を木場公園まで散歩する帰り道には歩道橋わたる
熊蜂が飛んでゐますと注意書きホバリングのオス針は持たぬと
常よりも足を延ばせば道筋のベンチの人は三味線を弾く
スーパー内百円ショップ再開に綱をめぐらし入場制限
街中の郵便局の入口を定家かづらの花の縁どり
沖縄のゴーヤも混じり野菜売るステーキハウス朝の店先
四五人が木陰に大き扇子持ち太極拳の練習始む

山口

バタフライリズムつかめず二度立ちて何とか到りぬ向かひの側に

赤文字の「蒔・撒・播」の意の違ひ改め見つめ亡き師を偲ぶ
文化祭の準備に集ふ大多数中高年の女性しめをり
女性パワー見せつけられるフラダンス喝采の中ときに苦笑も
強き風をさまり落ち葉そこかしこ漣のやうに伸ぶる枝影
枝枝を包む黄葉は風風に吹き千切られて水面へ径へ
吹き降りに救急車の音ちかづきぬ師の歌集とぢて耳を澄ませり
藪柑子の赤き果実に木漏れ日のきたり安らぐ秋は去りゆく
文字にせば難なくわかる英会話ネーテイブ音に同調せぬ耳
読み・書きに追加の技能聞く・話す違和感多き採点基準
政治との癒着の風がどこまでも記述試験も受験者不在か
「武器による平和はない」との教皇のことばと通ず我が国憲法
大半の賀状止さうとここ数年されど浮かびく語り合ひし日
西山を閉ざし降りくる細雪ちらりちらりと地には至らず
「愛と安保」激論したる友しのび晦日の星に向けて盃あぐ
吾妻から下りくる風は暖冬といふ中を吹き木々を鳴かせり
寒径に沿ひて二株黄水仙地蔵おはすを告げるが如く
木立背に抱き合ふ影を眺め過ぐ過ぎつつ浮かぶ過去のくちづけ
突然の抱擁うけて反りたる背もどりて伸びて木漏れ日ゆれき
積雪を固めてザックを椅子がはり熱きカフェ飲む体に春が
降る雪を眺め足湯のいつときの沢の音耳に吾は茫々
此処もまた中高年の女子パワー花柄うねる水泳教室
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教室の締めはクロール百米最後の二十は自己流泳法
吾が街とまがふ人出の歌舞伎町コロナの渦が弱者巻き込む
花吹雪ニホヒスミレの甘き香を運ぶがごとく地面這ひゆく
機首を下げ来たる機影は層雲に入りて地上はあと数分か
不条理の原なる人に咎はなく花散るごとく違法も散るらし
紫の固き葉の芽は日を重ね萌黄の色を増して膨らむ
筍と並び赤札ブロッコリー歳時記まどはす店先のどか
一服の抹茶に安らぐ夕暮れにドクターヘリは無粋にたてり
授業ぬけ急ぎ着きける病室に未だ温もれる母の手摩りき
合格を伝へしときの笑みとハグわれ唯一の母への孝行
ふくよかな胸に抱かるイエズスに妬み覚えし過ぎし日よぎる
ガスさらぬ鎌沼沿ひの木道を脳裏の夏を引き出し歩む
酸ケ平四、五間先は墨のなか見えざる花を見むとたたずむ
梅雨晴れの園にとびかふ声々に交じりソプラノときにバリトン
甲高き園児らの声はききとして久しぶり聞くブランコの音
本堂を遊び場とせし小学期貧しきなれど大らかな世よ
盆参り墓碑に刻める俗名に思ひめぐらす八十の歳月
標準の所要時間の五割増し樹林の雨音あぢはひ登れり
半世紀ぶりに寄りたる避難小屋トイレもありて面影とほし
駆けおりし短き急坂今はただ足もと気遣ひときに手をつく
木道が「へ」の字をつくる一辺にポーズそれぞれ思ひ出一枚
俄雨さりて差しくる午後の日に紫はゆる竜胆の花
コロナ禍に入場規制の文化祭新日常のうらおもき風
燃えさかる松さながらに狐花吹き来る風にいよよ燃えをり

ふきの薹土かき分けて摘みたるとまだまだ小きを数多持ち帰る
ほろ苦さしつかり舌に味はひつつ春未だ浅き信濃を思ふ
ゆづり葉の並木の下の緑地帯群咲く水仙の白のかがやき
コロナウイルス感染経路のわからぬ儘身近に迫る恐怖の日日
新聞もテレビも全てコロナの話題心は重く何とかせねば
イタリアに住む孫元気な動画なりホッと明るくなりゆく吾か
貴重なるマスク素早く送り下さる友ある幸せ感謝に滲む
さくら見に人の溢れし上野にも人無き現をテレビが映す
見下ろしの園庭のさくら咲き満てり幾百の花毬となりて
花毬と眺めしさくら散り果てて若葉に紅の蕊の愛らし
筍を茹でつつ思ふ「筍は麻布に限る」と喜びし今は亡き友
季に合せ求めおきたる絵はがきをコロナ騒ぎに書く気失せたり
鬱々と新型コロナに萎えゆく日々娘は五十本のカーネーション求め来

淡紅の花は次々咲き満ちて心明るく癒されてゆく
おほむらさき咲く季にいつも思ひ出づ「友達呼んだら」と夫の言葉

香水はシャネルの５番と決めをりし友への土産はシャネルの５番

百鉢程の自慢のさつき咲かしめて忙しくありし穏やかなる日々

跡かた無く刈り取られたる水引草やはらかきみどり土手を埋めをり

こんなにも心離れぬ友なるか七十年は尊かりしよ
古里の思ひ出添へて鯖生利の礼状したたむ見知らぬ主に
古里の味をと言ひて筍と山蕗送り下さる主は
蕗を茹で皮を剥きたり丁寧に二日を煮たりきやら蕗らしく
二ヶ月をコロナ恐しと休みゐる体操教室心も重く
思ひきり二ヶ月振りに体操すまだ残りゐる運動神経

ご都合の法解釈がおほで振り「自由」にかかる恣意的規制

山﨑英子

高き枝にびつしりと咲くに目を凝らすたしかめむとすうす墨色を

うなり吹く風に建物も揺るるかと思へば地震のニュース流るる
紅き実を紅葉楽しみ待つ秋の花水木は大風に縮れ白々となる
建物は全て掩はれ大工事なり来年二月迄と知らせが入る
足場組む人等の往き来繁くなりベランダも玄関側も暗き日々
吾が坐る席より日毎眺めゐしスカイツリーも全く見えず
境内のしだれ桜の大樹となりて大風に障りなく紅葉深まる
医院への道のサルビア去年よりも殖えて緋の色数多あざやか
送迎の自動車の窓に移りゆく四季を味はふ楽しみがあり
実生よりの夏柑と聞き眺めゐる小粒なれど数多が色づく
見上げたる花に戸惑ひさくらかと艶めく幹に納得したり

風当り少なき小道の生垣につつじの返り花数多くれなゐ
草むらにひと本咲ける螢草夏の季よりもひときは鮮やか
枇杷の花満開なれば寄りて佇つ華やぎ無けれどかすかに匂ふ
艶めきて厚葉のみどり勢ひたち茎立ち咲ける黄の色石蕗
悉く足場も幕も外されて広ごる空にスカイツリーの点滅
七階の屋上の角に遊びゐし鴉戻り来五ヶ月振りに
吾が窓の構図七階の鴉どもスカイツリーを見下ろして鳴く
久々の月仰ぎたり未だ赤き光の儘の十三夜の月
冬雷に次々歌はるる干柿になつかし父の味の蘇り来る
ささやかに娘と二人の夕食どきぽつかり大きな月の御馳走

ゆりの樹も欅も木陰となる苑に山桃の実のあまたが零る
高枝にからみつきたるサルトリイバラ吾が行く先に垂れて揺れをり

☆

乾物をする手を止めて聞きゐたり青空の下に啼く初蟬の声
冬雷にたつた一人の同窓生学年の差あれど話の弾む
共通の恩師いく人在したる思ひ出話にしばし女学生
ポンペイの史跡めぐりて三日間五十六キロ歩きたりと孫の動画
ポンペイの二千年前の文化の様感動しきり声の弾みて
鮮明に残れる壁画の数々をタイルのモザイクアートの美しさ
手に馴染み使ひ馴れたる包丁の父購ひ呉れし七十余年前
四十年近く通へる医院の庭の白木蓮仰ぎ元気を貰ふ
年重ね何やら足元の冷え感じロングスカート作らむとす
思ひつきウールの着物解したり早々縫はむ足踏みミシンに
足踏みのミシン誠に調子よく忽ち仕上ぐ巻きスカートに
艶もちてころころ丸き大き栗味覚の王者友より賜ふ
早速に茹でたる栗のふつくらと娘は不意に栗の匂ひがと
遠き日に屋敷の内に拾ひて直ぐに茹でたる栗の匂ひ忘れず
半茹でに冷凍なして正月の栗きんとんに思ひふくらむ
早朝の窓を開くれば木犀の香が入り来るよき日の始まり
ゆつくりと散歩の道に紅白の彼岸花の群咲くに立つ

山田和子

白内障はそんなに進んでいないと言う近所の眼科の二代目先生

新学期の教科書を嬉々と開くごと求めた楽譜のページをめくる
止めようかと思ってしまうワクチンの副作用の箇条書の多き
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交通安全日に歩道に立ちて 「おはよう 」と言う子言わぬ子児らを見送る

期待した六十年続くラーメン屋今日のは外れといいた気な夫

指摘されなるほどと思う自己流にしばらくぶりのレッスンの日に

庭を覆うポポーの落葉を袋に詰めあたりに漂う枯れて甘き香
兄嫁の形見のショールはしっとりと赤青紫色とりどりの
四時間も説明を聞き頭も目もボーとしているスマホの契約
友達にとても似ているアナウンサー教えたいけど貴女は東京
用意したコンサートの券渡せずにコロナウイルス感染止まず
一頁ずつ記帳のふえて楽しんだ御朱印帳は今は戸棚に
アカシアの小さな粒が房をなすリズミカルなる黄色の花は
一人して茂みを歩いてゆく女性怖くないかと姿見送る
「宇宙」とかいて「そら」と読むらし藤紫の新種の菖蒲
セメダインの臭いがすると糠漬けの胡瓜かじれば塩分足りず
長生きし巨大化したるネオンテトラは懸命に尾ひれ動かし進む
香料の強き防虫剤を夏服の間に吊るすためらいながら
計算をしようと思い手に取りて押して気が付く電子辞書なる
長生きし巨大化したるネオンテトラは懸命に尾ひれ動かし進む
久しぶりに子供を見ているレッサーパンダ限定入園の動物園で
脚立たて上り下りしてカーテンの洗濯終えて坐り込みたり
紫陽花は雨を含んで地に倒れポポーは並びもたれ掛かりぬ
家と家の間をわらわら黒い影あれよあれよと燕らが飛ぶ
賜れるカサブランカは臙脂色エキゾチックな仮面のごとく
冷たいの温いの熱いのどれにするステイホームの水分補給は
昼寝から覚めてさっきの梅雨雲はどこへ行ったかからりと青空

帰宅すれば医師なる息子は直ぐ様に近くに寄るなと手真似で合図す

飾りたる天照皇大神の掛軸に神秘おもわせ初日光さす
洋装店にながく勤めし友の眼は集える人の衣服見較ぶ
近頃は食欲あらずとききいしが友は宴席に鮨を頬張る
相手の名を繰り返し聞く認知症の友は会話に笑みを絶やさず
雄弁にてカラオケ等も愉しみし友を励ましマイクを渡す
長閑なる過疎の里にも騒がしくコロナウイルス予防の対策
コロナウイルスの意識たかまり組合の葬儀たびたび家族葬にて
いつになく低空飛行でエンジンの轟音たててジャンボ機のゆく
休校中の孫は片手にスマホ持ち焼き菓子づくりに鼻歌しきり
菓子の材料調理器具など揃えたる孫の手助けしつつ見守る
た
戸障子の開け閉て荒き孫娘静かに諭せば素直に正す
新型コロナウイルスに神経尖らす息子夫婦消毒液を小まめに散布す

神棚の供物の上げ下げに便利してハートのマークの踏み台つかう

樫落葉を掃き終え息つく暇なく五月の風が次の葉降らす
真夏日の瓦の熱に炒られしか積れる落葉がさらさら降り来
掃きゆけば樫の落葉は浮き立ちて箒の先に纏わりてくる
常は庭の落葉に苛立つ夫なれど若葉みどりに眼おだやか
ふく れ
日溜りにひと冬置きたる福来みかんの白き小花が密なして咲く
自転車に初めて挑む孫娘三日すぎれば鼻歌の出る
今年まれに空木の花は咲き盛り雨の雫を零す白花
コロナ禍に外出自粛を守りぬき山里にこもる農機械の音
コロナ禍の報道テレビ見つついて茶飲み回数の増える老夫婦
日すがらの熱暑に萎える草花に水撒く我も蕩ける思いに

いつの日か緑の育つ島えがく噴煙あがる西之島には
焦らずに干せばよいのに思いきり洗濯バサミで挟んでしまう
熱帯夜が明け目ぼしい物はないはずが無数の蟻が食卓の上
武蔵野の名前につられ立ち寄ればマスクの客が店の外にも
暑くてと思っていたが庭隅に秋明菊がぽつぽつ開く
退屈し順繰り電話をしていると友は元気で負けそうな声
嘴で三回捻って外したるホシガラスとぶ松の実くわえ

☆

「あれっ」と言うこと多くありタイマーがしきりに鳴ってあたふたとする

吉田綾子
行政区の市民体育祭と日の重なり冬雷大会の出席ならず
幼児から老人までの齢の差が体育祭運営常に苦慮する
「冬雷」の大会欠席は口惜しく体育祭の疲れに寝込む
今年また不作と諦めいし柚子の実の色付きに豊作を知る
たびたびの台風に傾く皇帝ダリア倒してならじと支柱を補強す
大屋根に落葉たまりて歳月は木造本殿の構えを腐す
屋敷樹々の落葉を被る植え込みの小枝をつぎつぎ揺さぶり落す
濡れ落ち葉を熊手で浮かし掃き寄する手間の終れば裏庭清し
異常なす気温つづきに山もみじ黄葉すれど日をおかず散る
年の暮に庭師来りて見落としし植木の枝の剪定急ぐ
庭師の剪る枝葉を運び裏山の杉の木の間に積み重ね置く
節の素生よき青竹を切り出して門松仕上げる例年のこと
吉田神社の清浄しおれば息子来て注連縄飾り供物を並べる
霞ケ浦の湖岸に立てば暗雲の間に射す初日のひかり眩し

音をたて土に浸み入る如露の水傍なる薔薇の四、五本が待つ
屋敷樹々は荒れる風雨に揺さ振られ落葉渦巻く庭のあちこち
鉢植えの桃の初生り仏壇に小振りながらも桃らしきかたち
雨にこもり書棚整理をしておれど不要書籍は一冊もなし
手に重き書籍を元の本棚に並べかえたる意義を思えり
三密に外出自粛身につけばファッション広告興味なく見る
風味よき晩柑の実を食べてのち残れる種子を播くべく思う
庭に播き半信半疑の七日目に十粒の種子発芽をしたり
我がいのち存ううちに実を持てよ晩柑の苗を移植するなり
ひぐらしの声とおりくる暁に雨戸を繰らず暫しききおり
万両の花しろじろと零れ落つ五弁の反り形確と保ちて
物干し竿に背筋を伸ばし濯ぎもの干す技のあり筋トレ兼ねて
熱風に飛ばされくるか草木に見慣れぬ虫がやたら張り付く
未だなき熱暑に凌ぐ玉すだれ葉末傷めど花の茎立つ
常の季束ねるさまに咲き勢う玉すだれ今年は力なく咲く
真夏日の焼けつく程の熱射にも花粉吹き上げ玉すだれ咲く
日に幾度降れる豪雨に純白の玉すだれの花は地面に屈す
九月にて続く熱暑に三十鉢の菊の水遣りほとほと疲る
手作りの団子を供え芒の穂を少しくひらき月の出を待つ
ひと夏をハイビスカスは咲き継ぎて最後の一つ黄の花ひらく
台畑の花木の下草刈りおればの木槿の実生やたら目に付く
我が家に咲く木槿の原種はテネシーの山野を彩る花木の一つ
山もみじに勢い絡む藪枯らしを引きちぎりいて尻餅をつく
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二〇二〇年

飯塚澄子

作品一

細やかな指導を受けて練習すひと日先の素踊り大会
吟友の運転による秋吉台カルスト台地広大な景
フィギュアを心を込めて見られる日勤労感謝まさにこの日よ
ベランダの手摺りに雨滴放列す光り輝き我楽します
黄葉を始めたる庭の紫木蓮秋雨のなか風に揺らげり
真夜に来て実家に泊まり朝食後横浜に帰宅孫の忙しさ
三週間風邪引き続く霜月に食事見直せと姪の忠言
八畳間斜めに吊すハンモック五歳の姉は目下愛用
三歳の弟は祖母に密着し本読み聞きて時に姉見る
九十六の夫の徘徊語る友電話の声の遣る瀬無きかな
紫木蓮落葉のあとは枝先に細き蕾の数多天指す
一人居の我が声掛けで引越して来る孫家族いかに迎へん
夫の遺す書庫の本をば片付けむ本屋に連絡まず第一歩
年明けて吟友旅立ち仲間らと集ひ追悼の吟を手向ける
料亭の二階座敷の初吟会くじの順にて吟詠続く
くじ引きのはづれにもまた小物あり散会するまで賑はひ続く
友よりの林檎一箱届きたり開けて驚く痛み半分
長野なる生産者に電話なす引取られ行き新品届く

☆

六月の末に曽孫ら家に来る父母自転車でツリーの側より
背丈伸び六歳になる孫娘弟四歳体軀がつちり
時々にスマホで映像送りくる公園などに遊ぶ曽孫ら
色々なランドセルをば背負ふ孫映像見つつ実家の話題
コロナ禍で休みし教室七月より吟詠開始中元届く
一泊後父の迎へで目覚めたる曽孫九時過ぎ別れの挨拶
六歳の姉は諸荷物運びをり見送る我は心打たれつ
篆刻の刻印をなす久々に思ふに任せず手指腫れ気味
通信で印稿を見て頂きぬ作品為せと師の指示受ける
五月から七月までの月二回通信指導篆刻の師の
決断の飛車切りを成す王位戦夕刊写真切り抜き掲ぐ
この夏は五山送り火コロナ禍で規模縮小と話題にぎはふ
前歯落つ休診前日夕刻に処置間に合ひて予定の外出
応急の処置の成果よ歯科医術有難きかな感謝しきりに

糸賀浩子

公務員なりし夫の残したるスーツはいつも我を守れり
吟詠の舞台のドレス合わせみる背丈の縮みにハイヒールとす
神棚に供える水が届かない揺れて己に被る朝寒
図書館のまつりに展示の短歌色紙一枚届かず案じて作る
四時に起き常陸太田の被災地へ支援に向かう二女の逞し
入院の娘へもみじ押葉とす庭の木々の葉見られぬ故に
十二月号編集長詠読みました力を出せよと励まされたり
喪中とのハガキに香奠を届けたり親族はみな高齢になる

友からの電話に林檎の礼を述べ礼の遅れを話さず応答
紫木蓮蕾の先にほの見せる花びら美味か椋鳥荒らす
長き列動き行くなり加はりてビルの地階でマスクを得たり
新型のコロナウイルス蔓延りて心配絶えぬ事態を愁ふ
群れなして都鳥飛ぶ不忍の水面に白き姿賑はふ
八十路半ば日舞を習ふ友に付添ひて行くコロナ休暇に
雨催ひ洋服で来て羽織借り初舞の友緊張の汗
来年度昇段審査会場取り籤引き外れ虚しき朝よ
曾孫連れ不忍池畔訪れるボート総出で鳥も飛び交ふ
庭前に種々の椿の花盛り夫偲びつつ降り立ち巡る
篆刻は通信指導縦しとなり印稿づくり精出し励む
感染を恐れ大会延期やら中止連絡電話の忙し
秋出展ちぎり絵二つに五十号作成なして休み活用
短歌・俳句・川柳・書道・篆刻と趣味を続けて四月の半ば
蒲団よりベッドに換へて就寝す膝痛激し難渋の日々
要支援一の立場の我なれど介護支援の機具を借用
左足引き攣る時の痛さかな夜中であれど声出し嘆く
冬雷の合同歌集通読す二〇一九見事な集約
加熱する眼球覚ゆと三名の刊行委員究極の成果
新型のコロナウイルスでステイホーム忽ち陥る手足の浮腫に
自宅にて待機の息子に伴はれ諸検査通院服薬重ねる
一時間ごとに目覚めて用足していつそあの世へ旅立ち願ふ
六月の半ば過ぎより吟詠と古典指導に挑まんとする
湿布張り爪切り等も嫁の世話に息子は指圧す治療師の指示に

写真入り令和の賀状は祭りとす二女と焼きそば手に持ちポーズ
文化祭に短歌の色紙展示の日亡き会員の親族見に来
中村医師の無言の帰国を悔やむなりアフガニスタンの英雄にして

いつ知らず耳やや遠くなりたればひとに遅れて我れうなづきぬ

われ食す庭の椎の実日に三個健康ナッツと娘は笑う
腰痛を怺える日々に身長の縮みたる我れに神棚高し
病む娘には父とも思える主治医なりき虎ノ門より脈取りに来し
人工弁二個なる娘を四十七年診て下さりし主治医との別れ
校庭に倒れし娘は十三歳親元離れ心臓手術
じゆうよん
わが娘十四歳にして心臓の弁二個置換頼るは主治医
預けいる娘は口、手脚リハビリす医師・介護人良き人ばかり
寒風の県道沿いに空缶を拾う老あり窓開け礼す
節分のみくじに英語・韓国語こんな田舎の八坂神社に
わが布団乾燥機より庭石の熱きに両面干したるが好き
柳芽吹く交差点は赤信号救急車過ぎるを待ちて発進
オリーブオイル凍らぬ今朝はうきうきと確定申告準備にかかる
古くより親交の有る農家に経費支払い田畑の管理を頼む
水田も蛇口ひねると用水満つ便利なれども水利費嵩む
こ
車窓より右手に日立の海を見る病める娘に語らん今日のこの海
ニュータウンに陽光桜の並木あれど過疎なる実家に心は和む
ウイルスに集まり事みな欠席す自分を守るは病む娘の為と
運転するもあと幾年か安全の機能装備の新車をえらぶ
こ

薄着して出でたることを悔みつつストールに頼り日当たる席に

六十で逝きしあなたの分生きて長女の難病と戦ってます
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若葉の下郵便受けを日に三度見に行くわが書きし宛名の葉書
更にまた面会禁止一ヶ月娘の夫も文通のみにて
リウマチの母の文字なる種ものの袋残れり犬亡き小屋に
白鳥は老いを知らずに死ぬという明るく生きた岡江久美子さん
コロナ禍の今朝の運動手洗いの洗車二時間屈んで伸びて
丁寧に高齢者マーク洗い撫づ「事故せぬ様に乗せてください」
学校の再開初の登校日一人一人に手を振り送る
ゆうすげ
通学路に夕菅の株数多植え蕾よ開けと早起きしたり
冬雷誌届きて我が紹介せし会員の歌をうきうきと見る
母の植えし半夏生は庭隅を真白に染めて季節を告げ来
母は戦時六人姉妹の四番目末の妹を良く教えたり
叔母いわく「女は起きたら身嗜み髪や化粧を整えるべし」
亡き叔母の残せし女の身嗜み娘二人に今も残れり
コロナ籠り隔てられたる仲間たちラインに流す「ボケない小唄」
コロナに籠り友と二人の鰻会フェイスシールドもちあげながら
病める娘の残る視力を思いつつマジックの文字を大きく書きぬ
三十五度の熱暑に補給の塩分は自ら漬けたる去年の梅干し
我が母の味付けを継ぐ蕗・キンピラ煮共働きの二女へ届けん
大久保氏県のリーダーさようなら真夜のラインに「おしん見てます」

脱ハンコ・デジタル化に付いて行けるかと不安のつのる長く生き来て

八十歳越してバリバリ頑張った奥歯一本インプラントにす
冬至まで残せと南瓜賜りて軒のたまねぎと吊りて保存す
外灯に浮かぶ金木犀が迎え呉るコロナウイルス豪雨に勝てと
家を越す友の庭なるリラの花の藤色好みて株を分け来ぬ
巣つばめの下に危険とコミニュティセンター長は大き垂幕
帰燕らは別れに来ると信じおり危険の札は今もそのまま
我が新車の半年点検無事に済み病む娘の為に乗り続けたい

稲田正康
ここはまだ複線区間一輌の上ぼりが窓を遮る瞬時
川を渡りまた渡りては行く路線中国山地よる近くなる
単線となりたる線路山に入り川せまくなりまた広くなる
複線が彼方にわかれたる路線トンネル二つ離れて穿つ
ふた駅を列車交換とて止まりわが黒坂をただに通過す
乗客の一人もをらぬ一輌の停まりてゐたり山間ひの駅
分水界のトンネル確かに半ばより前が下がりて速度が上がる
県ざかひ越えたる駅の無医村にて曾て従兄が診療に来つ
跨げるほどの高梁川が線路に沿ひトンネル出づるたび広くなる
川面まで雲たれかかる山あひに高梁川のかさ増してゆく
遙かなるあかりの密度高くなりアナウンスいふ倉敷近し
建物の角ことさらに空あをく雨多き十一月終はる
病棟の呼び出しに鳴るローレライ歌詞の終止を考へてをり
三食の定刻に来る部屋に居て思ふは時を過ごすことのみ

二千年変はらずにある山あひに銅剣あまた埋もれてゐつ
二宮冬鳥庭に愛でにし切支丹燈籠その成り行きを思ふことあり

被爆者の命あるうちにこの日本が声を大にし世界平和を
寺庭の陰りを避けて梅を干す姉さんかぶりの若き僧らは
短歌への道を勧めて後輩を冬雷購読会員にせり
大会のたび県北の大久保氏と上野駅集合のなつかしき思い出
東北のど根性ひまわり五粒の袋蒔いてみました 今日も健在

気温変動はげしといへる幾日に関はり持たず寝てをるわれは
病棟の壁のよごれを対ひあふ龍虎のさまになぞらふる日び
記憶より狭き諏訪湖を見下ろせるサービスエリアの十五分間
尾根道に馬籠宿あり思はざる急坂に中山道のあり
「夜明け前」の元なる人の文字を読む信州馬籠宿記念館
木曽路はすべて山の中馬籠より妻籠幾曲がりして
妻籠宿外れに立てる高札場読めざる程に高く掲げつ
歴史的町並みなれどその内に住まふ人あり電燈ともし
暗がりの高速道の窓たかく満月ちかき月のみが見ゆ
短き秋あたたかき冬日本の四季のめぐりの崩れむとする
ＡＩが人をよみがへらすといふ歴史くり返すことのあらむか
節分の病院食に豆をまく代はりにたまごボーロ付き来る

多からぬ義母の姓なるヴァイオリニスト実家の縁に繋がるを聞く

ゲーム機売れカップ麺売れ世のうちに巣ごもり需要とふことばあり

クルーズに乗りてやまひを得たる人生の幸を思へるものを
クルーズの患者仕切りし自衛隊に感染せる者なしとこそ聞け

ひと よ

不急の外出なれどリハビリテーションの施設は休業指示のほかにて

排気筒に重なりて立つ雲のありわが家の煙のぼるがに見ゆ
富士に日の沈む日あるを思ひつつ見ぬまま過ぎつこの幾年を
草刈りてをりたる母の傍らの揺れしは機銃掃射なりきと
子ら四組缺けぬを母の愛でにしがみな片缺けとなりてしまへり
学校給食なしと栄養いふ母親さつま芋ばかり食ひにきわれら
見通しの誤りをいふ党がありどんな見通しを持つてゐたのか

リハビリテーションルームに来る人らみな年寄りの顔となりをり

「経験したことのない大雨」なることば日ごろの気象用語となれり

梅雨空のまま暮るるころ鳴き出づるみんみん蟬は昨日と違ふ
球磨筑後江川最上川あふれ今年またいふ「記録的豪雨」

このあした初めて聞けるみんみんのひたすら鳴きて梅雨まだ明けず

乳母車プラットフォームを一途に押す中の赤子はよく寝てをるに

球磨川の流域水にまみれゐて鹿児島に梅雨あくとぞいへる
熊蟬の声にはじまるニュースにて九州の梅雨やうやくあがる
油蝉さかれるうちにつくつく法師ひとつ聞こえて季節は動く

弟の工場のパンが母に貰ひし皿にのりゐる朝のたまたま
声張るほどうつろに響く言説にまたくひ違ふ論議はじまる
中曽根の為政評する番組に志とふ言葉をいへり

和服ととのへ幼かかへて坐る人しきりに叩くスマートフォンを

リハビリの人らわが家を計測し暮らしのてだてしか言ひくれつ
子と来にし公園見ゆる窓ありてリハビリテーション続く日にち
南風つよき一にち北に向くわが窓に見ゆるものの動かず
四か月世に離る間に亡くなりしひと高見山梓みちよ
蝉も起きると新聞いへる暖かさ十二月五日わが誕生日
帰ることしきりに言へる老のゐてながく宥めてをり看護婦の
開きたる桜に雪の降りかかり「花凍え」とふ写真あり
夜の更けのラヂオに西田佐知子あり昭和の遠くなれる思ひに
あれが出来るこれができるとの説明のおほかた誰も使はぬ機能
花水木の白に緑の加はりて新ウイルスに逼塞の日び
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☆

一キロを歩く間にいつたりが走り過ぎたり川に沿ふ道
回顧録自分史などといふ電話考へませんと強く言ひたり
真言を多く巡れるコースにて曹洞の寺におちつきてをり
日露戦の防疫に斃れたる祖父に村びとら香華送り呉れきと
旅人憶良うたげの如何ありつるか太宰府の明日三十八度
喧噪は鏡の奥の景にありマネの遺ししフォリーベルジェール
大観の夜の桜はかがり火に映え青松とバランス保つ
こんじき
金色の地にゑがかるる松孔雀應舉の墨のさまざまの色
台風に不要の外出控へよと豫報いひをり FOUJITA
見にゆく
蜀の俑面にこやかに琴を弾き袖かかげては踊る二千年
薄葬を命じし曹操高陵に副葬の品出づる少なし

樗木紀子
区展に横十間川堤通りの桜並木を描き出品す
夕食の後三回目の落葉掃き風吹き路の落葉舞いおり
ハクビシン三年前から業平地区に出没し次男も電線上に見たと
神社の周りの家のベランダや屋根等に銀杏を食べたハクビシンの糞

ハクビシン町の神社の公孫樹の実を夜な夜な食べに現れるなり

掛り付けの内科医院の診察室医師が「お誕生日おめでとう」と言う

集会所の友が呉れたる金銀の羽を拡げる赤き折鶴

三月にたわわに咲きしたんぽぽがなくなりており綿毛で飛びしか

久々のミシンかけは縫うよりも針の糸通しに時間がかかる
知人からハワイ土産に貰いたるＴシャツで作るマスク五枚を
秋葉原電気街の発展をそのエピソードの放映で知る
講習を受けて兄が組み立てるラジオ完成に家族で喜ぶ
日曜の朝はラジオで「音楽の泉」を家族集まりて聴く
ず
眠れぬ夜百人一首を頭の中で唱えるうちに眠りに入りぬ
子を持ちて初めて知った親心を二男はどこまで解るだろうか
膝痛め亡夫の杖を使ふわれに子は勤め帰り惣菜を買い来る
週一回行く接骨院予約制で三ヶ月振りに再営業する
鳥取の薤三瓩今年また六月中に漬け終りたり
べにかなめもち
明治通りの街路樹紅 要 黐赤葉を落し緑葉となる
熊本の水害被害の放映に呆然と立ちてただ拝むのみ
プール帰り見る紫陽花は時季過ぎて残念ながら色褪せており
念願の屋久島へ子は東京の外出自粛に肩身狭く行く
台風去りこの銀杏が熟すまで次の台風来ぬよう願う
六月に漬けた辣韮空瓶に入れて近所の六人に配る

金野孝子
「うんもう」と頻りに啼きぬ隣家の牛は草引く吾を呼ぶがに
台風にひれ伏したるか畑の葱一本残らず北向き曲る
日を追ひて伏したる葱は立ち始め葉先するどく空を向きゐる
台風に荒れたる畑の片付けを手伝ふ孫らの手捌きよろし
ひとり居の友より早朝電話あり「カラスと友になりたりそれだけ」と

スカイツリー展望台の上オリンピックあと何日と出るコロナ騒ぎの中

何歳になりましたかと問われたり満八十四歳ですと答える
一月三十日満一歳で亡くしたる長女の墓参りする人影の無く
万病に効くと飲みおり煎茶に生姜擂りおろし一さじ入れて

「お先に」と言ふがごとくに梅の花庭一番に花びら散り敷く
これからが本番なるらむ梅の花実をば大樹に託し散り終ふ
奢れる者久しからずや鎮まれコロナ岩手の扉増して硬きぞ
ひたすらに籠もる日々よ当てもなく待ち侘びしかな歌会に合唱
日曜日は安否確認息子ら来る嫁は手作り料理携へ
裏庭にひつそり咲きゐる白躑躅夕日を待ちてひととき耀ふ
季に沿ひて咲きつぐ花ばな水無月の今は緋の皐月庭内に燃ゆ
盛りなる皐月の傍へに自づ言ふしばし花をば保ち呉れよと

生来の背丈の低さいや増して背伸びの動作日常となる
二十年は経ちしか孫らの踏台は納戸に健在われ引き継ぎぬ
踏台の持ち運びよく家具の上物干し竿にと支へ呉るるなり
重ねある簞笥の着物に見ゆるなり折折母の盛装の姿
仕立て業に和裁塾せし母なればいと胸を占む針運ぶ姿
コロナ禍につづく災ひ熱中症いと不安なり屋外労働者
大船渡は三十五度の其れさへも悲鳴あげるに四十度如何に

追はるるもふと立ち止まりうぐひすの声に聞きゐる小鹿の愛らし

ホホホホホ ホケキョケキョケキョこの調子うぐひす若しや発声練習か

草引く吾へ終ひの合図かうぐひすの頻り鳴くなり梅雨晴れの夕

甘酒の製法問へば次男言ふヨーグルトメーカーにおまかせなりと

さあ春だ洋服箪笥あけ見れば友が選びくれし服並びゐる
幼より「日の本」の誇りと仰ぎ来し富士山の画像冬雷に尊し
飲む点滴なりと次男の持ち来たる飲物それは意外や甘酒
久びさに飲む甘酒のなつかしもとろり喉越す昔のあの味
甘酒を飲めば浮かびぬ田植ゑのころ畦に休みて啜りし遠き日

十月に陽差しよきかな濯ぎ物今日はひと日に乾きくれたり
やまあひ
野に畑に盛り色づく柿の実の温温として山間の里
三陸鉄道越喜来駅の柿のれんホームいつぱい秋を彩る
ちち
木木の間に咲きたる菊を見てをれば愛でつつ逝きし舅が重なる
礼拝堂に集ひてピアノ発表会すがすがし演奏する子らの顔
十字架の側に流れる演奏に自づと感動全身に満つ
五歳児の曽孫の演奏はづみ聞く鍵盤の上の指の強さに
クリスマスを待つは吾かも早早にツリー飾りて曽孫らを待つ
ザクザクと凍みゐる庭を踏む音の傍へに灯台躑躅芽ぶき初む
無事新年迎へ仏壇に香たけば亡き人ら共に居るがに匂ふ
「チョイコラサー」悪魔祓ひの若い衆ら神仏の間を唱へ巡りぬ
「達者でなす」言ひて若い衆挟み呉る年の始めの獅子頭の口
次は何処の家を巡るか若い衆ら獅子頭たかく走りゆきたり
暖冬と言へど老いには厳しかり二月の風のなんと冷たき
ひと ひ
老いぬれば過ぎゆく一日の早けれど続く寒さに春が待たるる
冬枯れの庭にほんのり紅色の新芽吹きゐる薔薇の古木は
春を告げ励ますごとく水仙は揃ひてみどりの新芽を見せる
焼き芋は薪ストーブが一番と友はフーフー演じつつ語る
池の鯉ら気温の変化わかるらし集ひて泳ぐ十度の今日は
夜店にて孫が掬ひし池の金魚鯉と紛ふほど成長したり
今日一日の最後の光りを雲に託し日輪沈む確と燃えつつ

「キンチャン」と孫が名付けたる金魚家族みんなのアイドルとなる

生家辺りすべて街並み消えたれど陽は変らずに照らしゐるなり
「舐めながら歩いて行つて」帰り際アメ玉くれし友の手なつかし
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水分補給ポカリが良しと箱入れをドサリ置きゆく女孫のプレゼント

休日は子に孫それぞれ訪ね来る語気強めつつ外に出るなと

程の良く銀杏と紅葉 散り合ひて終はる季節の境内はなやぐ

もみぢ

旅立ちは最適なるかこの庭内処処の蟬の脱け殻
何処にて鳴きたるか蟬よ声聞かぬ吾の聴力か猛暑の故か
それぞれの仕事忙しきか顔見せぬ孫らに夫の呟き寂しも
夏ゆきて日暮れ早かり秋の空老いゆく我に似たる日々かな

小島みよ子
白百合とグラジオラスの淡き紅仏前に供へ辺り明るむ
大型の台風の進路テレビにて確かめ事なきをわれは祈りぬ
被災した人々に心痛めつつ天候の恢復を心より祈る
東日本の河川決壊や越水に浸れる映像テレビに見つむ
初節句の兜の前に笑む曽孫の写真に吾も微笑みてをり
玄関の薄紅色の竜胆はほころびてほほ笑む語りかくるごと
風もなく空一面の青き空隣のアンテナ昼日に光る
久久に会ひたる友と語り合ふなつかしと語る遠き日のこと
こ
べに
歴史民俗資料館に娘とゆきて紅鮮らけき庭園巡る
一歳のはぢらひゐたる曾孫もいつしか笑みて食進むらし
幼稚園に通ふ曾孫の歌聞きて孫らのほほゑみに吾も明るむ
娘の家に帰り来りて団欒に思はず笑顔で時はすぎゆく
岡山のみやげと言ひてくださりぬ多なる餡の好ましき味
結婚を近くに控へる末の孫嫁となる人紹介してくるる
穏やかにほほゑみ返すこの人に親しみ覚えじつと見つめる

娘は家にと二人静の花を切り大切に持ちゆく晴れたる朝に
門の辺の下野の花すくと伸び花を咲かせて辺り明るし
娘らは庭の草多に取りくれて綺麗になりたる庭を眺める
娘らは鉄砲ゆりの数本を切りて持ちゆく頬笑みながら
門の辺の下野の花すくとのび花を咲かせて辺り明るし
コロナ故孫らの結婚式はいつの日か待つこと長しテレビの報に
結婚し新しき生活に入りし孫嫁と来るとふ嬉しく待ちをり
コロナ故玄関で話して喜びの祝を言ひて心明るく
添への葉はみどり清しく今日の花珍らしと眺む彼岸の入りに
☆

俊敏にタックルかわしてトライする桜の戦士に拳振り上ぐ

斉藤トミ子

トライしてゴールキックも入りたりスクラムモールを力みて見つむ

俄かファンビール片手に盛り上がる国歌の意味を理解せる戦士に

ラグビーの部活励みし二男にて鼻腫らし来し耳切りもせり
タックルし鼻を腫らして帰宅の子時間外なる医院訪いたり
避難指示スマホに来たり孫達は避難しようとリュックを背負う
橋の下摩れ摩れ迫る濁流に良くぞ堪えたり鷲川は無事
ともどち
友達のメール電話の数多なり被害有らずと礼を言うなり
車三台水に浸かりて工具類使えずなりて肩落す友
日を受けて紫輝く皇帝ダリア花粉付けたる蜂が出で入る
秋晴れに仙人ヶ岳を目指しいて足がつりたり初めてのこと
右足に違和感ありて小休止下山の道のり三時間はある
講習のセルフレスキュー実践す足つり徐徐に薄らいでくる

咲き初むる臘梅の花に寄りゆきて清しと見つむ春浅き昼
久々に遇ひたる友となつかしき思ひ出たぐる遠き日のこと
痛き膝かばひてゆつくり家中を幾度となく歩きて足りる
お茶会のお手前をすると娘は準備に朝より出でて行きたり
久々に和服を着ると準備する美容院には明日行かんと
久久に晴れわたる午後娘と共に木曽川堤の桜見にゆく
前向きな先輩の歌に励まされ今日も家中歩きて足りる
床の間の万年青のみどり生き生きと中に赤き実やさしく覗く
雨続く一日を家中歩きつつ足を労り幾度もゆく
黄水仙白き水仙咲き初めて雨降る庭を暫く見つむ
兜の前に大き口にて笑む曾孫の写真を見つつ心癒さる
大江川の堤の桜見にゆくと娘二人と車で出でゆく
ゆつくりと桜の下を走りゆきよき枝ぶりの元に寄りゆく
コロナウイルスの感染症に学童も道ゆく人も今は影なく
庭隅の花水木の花咲き揃ひ曇れる昼のあたり明るし
庭に咲く小さきつつじの盛りにて昼日に照りて生々と咲く
庭隅の赤き牡丹の三輪がわづかの風にゆるく揺れをり
久久の友の声の明るくて吾に力を頂く思ひ
家前を通る人の影もなく火曜日の昼は只々静か
曾孫の初節句の菖蒲の紫の凛と静もる前に坐しをり
曾孫の元気なれと願ひつつ玄関の菖蒲を眺めてをりぬ
庭隅に楚々と咲きゐる二人静その可憐さに暫く見てをり
母の日に娘より貰ひし寄せ花の小さき籠の優しさに寄る
玄関に活けたる菖蒲の紫のきはだちて咲く五月五日に

あ

に

晴れ渡る空に飛行機北目指す雲を引かずに音なく過ぐる
大小山に今年三十回登りたり麓の神社に深く頭を下ぐ
慕いいし友の墓前に香手向く溢るる程に花飾りあり
通販の清掃器具のコマーシャル日毎に増えて年末となる
東から西の空へと孤を描き頭上遥かに機の雲伸びる
群れいたる白鷺今朝はただ一羽側に添う如青鷺のおり
百四歳一人暮らしという嫗訪いたる娘と今日過ごすらし
手をつなぎ足取り確かに歩み行く百四歳に声援送る
失敗をしたなら深く反省し良く眠るべしと今朝のラジオは
失敗の回路を脳が感知せり深く反省するのが大事
山頂は我等だけなり冠雪の富士眺めつつ鍋を囲めり
逝きませる義兄の元へと直走る雪の舞い散る関越道を
七年の術後検診無事なりと弾む声にて電話くれし義兄
新潟の畦に摘みたる蕗の薹車の中に香りを放つ
芥子菜を塩揉みしつつ深呼吸春のかおりに唾の涌きくる
銀舎利と言いいし昔偲びおり芥子菜漬けと共に食みいて
雨上がり巣穴這い出す大き蟻身の丈程の花穂引き行く
雪残る斜面にかたくりの群生す標高六百メートルの山
前を行く友の悲鳴に駆け寄りぬ手首に蛭が吸い付いている
合羽着て完全防備の身仕度に蛭は易易這い上りくる
あど山に蛭が出るとは思わざり日溜りハイクに嘗て来し山
ニアミスと思う程なり雲を引く二機の飛行機仰ぎ見ており
草叢にピーピーピーと雛の声突如親鳥バサバサと来る
畦道に亀の這い来て動かざり散歩切り上げ連れて帰りぬ
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掌と同じ程なる大き亀飼う自信なく戻すと決める
歩みては止まりて首を伸ばす亀別れ難きか三日の絆
長く首を伸ばして少しも歩まざる亀を稲田に浸してやりぬ
入道雲もくもくもくと張り出して梅雨の晴れ間のひと所雨
みね桜東石南花咲く道を三度目の挑戦三本槍岳
お印の五葉つつじの白き花さみどりの中に優しく匂う
荒草の刈られたる畦にいち早くニラは青青芽吹き始むる
目薬が眼一面滲み渡り痛み伴うドライアイ我れ
七十代自分の事を第一にすると決めたる一年思う
タオル持て肩甲骨を上下せりスクワットする時に合わせて
茎引けば大きじゃが芋数多なり一瓩の芋十倍程に
石灰と肥料を蒔いて耕せり野菜の屑も埋めておきたり
芽搔きして土寄せもせり葉の色を日毎見つめて今日の収穫
猫缶を毎日運ぶ人おりて唐沢神社の猫は美食家
寄り行けばごろり寝転び腹見せる野良猫数多の唐沢神社
密を避け登る山道熊笹が生い茂りおり擦傷数多
人好きの蜻蛉と詠みたる歌の友思いつつ日光の蜻蛉と遊ぶ
盆休み明けて受診の耳鼻科にて中耳が赤く腫れているとぞ
友よりのメールに満月知らされて仰ぎ見ており真ん丸の月
草を食む牛を棚越しに見ておりぬ人好きの牛近よりて来る
軽トラが近づく音に駆け寄りてパン屑を食む放牧の牛
ひと夏を緑のカーテン楽しみてゴーヤーの蔓始末するなり
ちくっとせる痛みを腕に感じたり蜂と分かりて毒を吸い出す
刺されたる腕は見る見る腫れきたり為すすべのなく見つめるばかり

諦めて新型コロナウイルスが止むを待つなりマスク作りつつ
八重に咲く花桃見上げたたずみぬ今年も遇えた花のいきおい
花桃の白とくれない咲き初むる一枝剪りて仏前に供う
ベランダの寄せ植えパンジー濃紫花がら取りが朝のならいに
ハナモモが咲き出す頃にハナミズキ小さな包葉開き初めたり
クリーム色の小さな包葉のハナミズキ半月かけて白妙の花
わくわくと畑に種を播きたるは十六ササゲ発芽待ち遠し
買えぬならマスク作れと夫言う手拭い裁ちて手縫い始める
手作りの手拭いマスク縫い出せば楽しくなりて胸のすくなり
縫い上がりのマスク渡せばにこやかな夫の面を久しぶりに見る
買物はクレジットカードを使うべし感染防止を子に説かれたり
豆を食むエンドウ豆の実りたり莢のふくらみ触り確む
七七のいとこの供養は県越えるコロナ自粛を電話で詫び入る
梅雨の期の晴れ間のくれば草を刈るノコギリ鎌の切れ味凄し
うきうきと畑に来ればキウリのつる支柱をはずれ地に垂りており

来たのかい髭をたくわえその面は話しかけそうな死にたるいとこ

日の下を歩きて畑に出づれども日除帽子とマスク離せず
オクラ苗をわれに差し出す育ててとマスク付けたる四歳児なり
美容院に行けぬ月日の流れゆき長く伸びたる髪をまとめる
通夜に来てマスク検温消毒の済まねば入れぬいとこの斎場
ウイルスの感染防止の通夜となり飲食無しの選択ギフトに
早朝の畑に来れば涼しくてインゲン莢を次つぎと採る
アジサイの花の終わりに来年の芽を確かめてばっさりと切る
退院の電話を受けて十日程に友の訃報を茫然と聞く

☆

大き巣がゴーヤーの棚に二個ありて数多の蜂がいるに気づかず

正田フミヱ
水没の畑きらきら水面に太陽映して朝を迎える
洪水の後片付けは進まねどビオラ買い来て寄せ植えに親しむ
風吹けば通学道路に埃立つ洪水の泥を掃いて流せど
遠縁の媼百歳身罷りぬデイケア楽しみ家族同居とぞ
敬老の日祝うと息子ら言いたれど七十五まで延ばしてもらう
歳の暮の注連縄飾り鏡餅夫はきびきび供えてゆきぬ
のり餅の塩の加減の程良さに一つ二つと食欲の増す
正月の玄関飾る寄せ植えのビオラ葉ボタン寒にたくまし
きゅうじゅう
身辺の整理始めたる九十歳の叔父は車の免許更新す
身寄りだけの家族葬なるに四十人も集まりいたり参列すれば
七輪に小枝を燃やし堅炭を入れて扇げば炎燃え立つ
しもつかれ郷土料理を作るべく鮭の頭を炭火で焼きぬ
炬燵に入りテレビ見ながら逝きたると弟の最期告げる声低し
焼香はマスク付けてと指示のありコロナウイルス感染防止に
家族葬で小さく送ると聴きたれどいとこ甥姪等八十人に
通夜になり席につけど愁えるはコロナウイルス感染止まれ
骨となりいとこが自宅に来たる時手がけし木瓜の白き花満つ
農具にて柚の実たたき落としおり友の畑に香り広がる
水害に遭いて捨てたる蕪なれど花芽伸び来る茹でれば旨し
鼻をかむ続けて数度擤むわれを視線はずさず猫は見ており
淡紅にさくらの花の咲きたるを遠く見ている令和二年は

ウイルスの感染憂え見舞せず逝きたる友の笑顔残れり
盆来るも帰省ならずと子の電話ウイルス減らねば今仕方なし
ツユクサを刈りとり畑に置きたれば雨に降られて根付き花咲く
ツユクサは見たら直ぐにとるべしと姑の言を思い出すなり
真夏日に汗ふきながら花桃の木陰に入りアイスを食みぬ
次々にナスとキュウリを収穫しそれぞれ漬ける保存食に
足長く見えると言えば何回も飛び跳ね回る四歳児なり
集まりて冬雷誌読む佐野支部はコロナ流行りて半年会えず
むらさきの花咲きたれば見とれおり長莢となる十六ササゲ
冷房をかけて夕方を待ちいたり陽は沈みたれど外気三十度
山あいの段々畑に羊おり動き回らずただ草を食む
山間の畑は蕎麦の花盛り三時過ぎれば日陰に傾く
雨傘を杖の代わりに突く媼かつてわが母も愛用したり
今年の分の健康診断受けずおりコロナウイルス感染恐れ
たか
雨に濡れたる葉陰の茄子の収穫に集っていたる蜂を掴みぬ
たっぷりと昨夜の雨に濡れたるか蜂ら動かず茄子に集れり

鈴木やよい
木魚は厚き布団に座りゐて打たるる度に小さく跳ねる
朗朗と経読む僧に唱和する躊躇ひがちにか細き声で
指先から気力抜けゆく心地する目覚し止めて目を閉ぢをれば
明け方の雨も上がりて空青く取残しの柿朝日に輝く
筆先の震へも見ゆる絶筆の「ありがとう」の「あ」は墨濃く強し

威勢よき拍子木に合はせ手を打てば大きお多福こちらを見をり
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ひぢ振り上げ腹ひつこめて土手歩む水嵩増したる流れに負けじと

梅雨入りに季節は一歩進みたり雨音聞きつつこれからを思ふ
息切らせ俯き歩む坂道に星の形の小さき花咲く
写真撮り今年こそはと待ちかねた八個の西瓜は獣に食はれる

光

秩父から去年の嵐に流されて来たるや吾は推測語る
植物やマムシ鈴虫流れつく河原に狸住むを諾ふ
風の間に時々音の響き来る家にて叶はぬ楽器の練習
ステイホーム皆やることは同じらし書類整理に早めの衣替へ
マンションのごみの置き場は満杯に正月並みの二度の収集
三密を避けられず中止の同窓会切符手配の後に知らさる
格安の切符持ちつつ悩み居り早割なればキャンセル効かず
七月の北海道は花の季と旅の目的登山に替へる
北の尾瀬といはるる雨竜沼湿原に登るは奥の暑寒別岳とす
登山口雨竜か増毛か迷ひ居り前夜に喰らふ成吉思汗に決めむ
滝川の成吉思汗は名のあるも増毛の地酒なほ捨てがたし
下山後に飲まんと友を誘へばミニ同窓会を開くと応ふ
雨竜沼湿原に向かふ山道にキタキツネ過ぐ痩せた姿で
痩せすぎのキツネに思ふ山の餌ヒグマひもじくうろつき居るや
熊よけの鈴の音高く追越せる男の後を追ひて安堵す
二時間の登りを過ぐれば前面に湿原開き涼風吹き来る
羅漢寺の垣根に咲ける朱の花をノウゼンカヅラと人に教はる
朱の花は濃き緑葉に浮き立つもしづかな雨に道に散り敷く
バスを待つ人らに花の踏まれぬやう作務衣の僧は黙し掃きゐる
終戦を幼く知らぬ吾なれば記憶の始めは引揚者住宅
駒ヶ岳見ゆる官舎に移り住み入学前を森町に過ごす
隣やの馬の飼料に混ぜ込める茹でた大豆を盗み食ひせり
裸馬に乗りたる記憶ありたるもできるはずもなし五歳の吾に
毎日を鏡に映す我が顔の残る元気は生え来る髭か

真白の幟はためく八幡宮宝作無窮と即位寿ぐ
扁額に標す泰平萬世も墨くろぐろと対の幟に
仲秋をひと月ずらせるコンサート初冬の大気音籠らねば
中休み本堂下の庫裡内はワインも飲めるバーに変はるも
屋形船、観光船の集結すネオン提灯色さまざまに

高田

表情の固まるごとき心地してマスクのなかで笑顔してみる
昼下がりの炎暑に静まる公園に百日紅咲くこぼるるほどに
子らが来て給食の仕度始まるか園より漂ふだし取るにほひ
作りかけの蜘蛛の巣昨夜の雨を受け横糸のみがしづくに光る
シーズンが終はる前にと梨好きの夫は幸水探して回る
車窓より見えし畑はもはや消え重機動きて基礎工事進む
乗換へのエスカレーターで地下深く潜りゆくほどふくらむ不安
透明な仕切り置かれたあんみつ屋いつものお喋り微妙に遠し
散歩しても拭ふほどには汗は出ず真夏の記憶徐々に薄れる

触れんとしてはつと躊躇ふ駅の手すり感染のグラフが頭よぎりて

梅雨明けて布団干しつつ眺めゐる何かを狙ふ藤蔓の先を

採り遅れて硬くなりたるさや豌豆捨つるもできずまた今日も煮る

急ぐ朝の落し物なるかマフラーのきちんと畳まれ道脇にあり
朝日受け見逃したりと気付きたり令和元年最後の満月を
初詣でに向かふ途中で除夜の鐘かすかに聞こえ耳澄まし歩む
初詣での冷え込む神社の暗がりで焚火の炎は火の粉舞ひ上ぐ
三箇日過ぎて神社は穏やかで子犬がひよいと茅の輪をくぐる

運動に土手あゆむ吾を追ひ越して走りゆく人みるみる離る

松の内は静かに終はり御飾りを外しつつ思ふ「さあこれから」と

ぬくき陽を背に受け電車の来るを待つ真冬のはずのホームに立ちて

瞬く間に炎広がるどんど焼き顔射る熱に後退りする
燃え盛るやぐらの上から舞ひ落ちる燃え殻追ひて声あげる子ら
正月に向けて片づけしたる部屋また散らかりて睦月は終はる
「英語」ではと目につくものを問ふ親に手繋ぐ幼児はしつかり答ふ

暗がりの動物園より響きくる鳴き声鋭し今宵は満月
マスク持ちレジ前に並ぶ人を見て売場に急げどはや一つもなし
ひとがた
春めいた光を受けて信号機の青き人形スッと歩み出す
咲き始むる梅園に立つ看板は半月も先の梅祭り知らす
観客席がらんと静まり立合の力士ぶつかる激しき音して
蕾かたき年もありけり彼岸桜今年は如何にと墓参に向かふ
感染に予定は次々中止となり動画に向かひて一人運動す
力強く咲き始めたる八重桜日常はもろく変はりゆけども
透明のビニルで隔てたレジに立ち店員てきぱき入力こなす
籠りゐて友より来たる動画には白き孔雀が眩しく輝く
軍用機大きく傾き進路変へ横田に向かふか爆音残して
例年の鯉のぼり群るる祭りなく静かな土手に葉桜の続く
舌足らずの鶯の声響ききて思はず頬笑みしばし聞き入る

立て続くガイドや講座のキャンセルに思はぬ時間を持て余し居り

予告なく発射の音の轟きぬスターマインに色連なりて
虹色のレインボーブリッジ背景に花火写せば海に映れり
冬花火夜景たつぷり楽しむも川かぜ寒く帰路は無言に
喜寿過ぎて婦人の住まひ三つ知る恋の予感か新しき年
障子貼り簡易テープの失敗に糊あつく塗る風に負けじと
絵灯篭に願ひの文字の浮かびゐるオリ・パラ選手願ひ叶へよ
荒川に初日拝まむ信心も行く手さえぎる厚き黒雲
雲間から差し来る光に手を合す一条なれば願ひはひとつ
スカイツリーに春節祝ふ照明の真赤な輝き心うづくも
品薄と云はれながらもマスクする人多く見る混みあひの中
勧誘員名刺がはりと持ち呉るは品薄云はるるマスクの二枚
焼酎の瓶のラベルに記さるる円やかな味は音楽仕込み
地下鉄のドアに凭れて酔ふ吾は立ち寝のままに崩れずにをり
常ならぬ薬局前の行列に品薄マスクの売り出しと知る
義務化さるる認知検査を受けむとてアマゾンに買ふ対策絵本
ウイルスに屋根なし船は安全と客の戻るを船長願ふ
棒杭に並びて羽を広げ居る川鵜の姿なぜか無防備
シベリアへ渡る準備の水鳥の浮かぶ川面を燕の過ぎる
公共の施設は閉まり自粛中 川沿ひ散歩する人の増ゆ
神だのみ氏子の願ひか幟旗墨くろぐろと悪疫退散
荒川の河川敷には人多く身体動かし自粛ほぐせり
河口にて望める遥か沖合は暖気にかすみコンテナ船行く
河川敷人だかりする輪の中に狸がゐたとわれに告ぐ人
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ドーンといふ音がしたよと気遣ひのティッシュ渡さる鼻血を拭けと

腰もなくぽよぽよの髭知らぬ間に髭剃り選ぶ硬さになりぬ
ホルダーに替刃挿し込む髭剃り器髭の硬さに馴染みてゐたり
旅先にホルダー失ひ同じもの探すも生産中止と云はる
ホルダーは売られてゐないが使用する替刃の買へる流通の怪
輸入物または中古で手に入るホルダー高く値は十倍に
栄光を手にして一人寝転びぬ空の広がりただに見つめて
立ち上がるコートに残る背の形は激闘記す汗の紋章
忘れもの届けむとして取り急ぎ振り向き様に段を外せり
何ごとの起きたか知らず人の輪に無様に倒るる吾に気付けり
顔面を打ちたるらしく唇のむくむく腫るるを舌に感ずる
幸ひに見える擦り傷わづかにて腫れた唇マスクに隠す
大丈夫だいぢやうぶと装ひて周りに礼を言ひて立ち去る
レントゲン撮るも骨には異常なし腫れは直ちに冷やせと言はる
青あざは口の周りに広がれりアイヌメノコの入墨に似て
保冷剤マスクの下に調へば外目に腫れのあるを隠せり

髙橋説子
専属の運転手つき食事つき免許返納に差しつかへ無し
そろりそろり車椅子より歩き出しハゼの盆栽に近づく夫
洪水の跡そこここに残しつつ秋山川の水澄み来たり
根元より電飾のごと絡みつき松を登りゆく初雪かづら
飛び来たる枯葉を足に感じつつ木枯し一号らしき風受く
み かも
立ち込める霧うすれ来て正面に三毳の山の稜線濃くあり

足首に五百グラムの負荷を巻き膝の運動日に六十回
「筋肉はすぐには付かぬ半年はこの動作を」と水抜かぬ医師
いつになく良く眠れたと笑む夫下戸に寝しなの梅酒が効きて
授業なき小二の宿題 「くり上がりのあるたし算 」に間違ひ多し
十本の指を折り折りこなしゆく休校中の算数プリント
「くり下がりのあるひき算 」のプリントは見るも恐ろしきものとなる筈

除草剤に絶えし筈なる半夏生かつての場所に茎伸ばしをり
非常事態解除となればあからさまに道路混み出すアウトレット付近

集まれぬもどかしさからメール止めラインビデオに四人で話す

店営業止めて駐車場に出すテント甥の餃子はテイクアウトに
二週間店営業を休止して僅かばかりの補助金受くと
テイクアウトの焼き餃子こそ便利なり売上協力といふ名の横着
器用なる友手作りの子供用マスク渡せば嫁の目輝く
籠つてる？籠つてるよとテレワークの娘とラインに短き会話
夕食の片付け済めば習慣になりたるマスクの手洗ひをする
こんなにも映画館から遠ざかる日々続くとは反動怖し
真夏日と大雨の日が代はる代はる来ては体調崩すを手伝ふ
大雨が止みて明るみたる空を心ほどける思ひに仰ぐ
コロナ菌は死なず豪雨の続く中サルスベリは早や紅き花もつ
花毬の数そのままに紫陽花は日ごと色褪せただ雨を受く
針を持つ形に固まりたる指を一本一本起こしし日のあり
晩秋に僅か数日咲くために皇帝ダリアは塀越えて伸ぶ
頑としてマスクを拒む人のあり犯罪者などと言はれてもなほ
そんな風にマスク拒否して廻りから疎まれようと吾が友は友

幼馴染み四人集へば両手出し見せ合ふ指の節くれや染み
古希近き我ら四人が集ふときグループラインに詳細を決む
何となく二人づつなる高校生駅のホームに青春の色
ね

お月さまが痩せちやつたよと言ふをさな心ほつこりマフラー巻きやる

境内に零時丁度の太鼓の音ドンと冷気を震はせ響く
南天の丈つめられて蓑虫の付きたるままの枝を拾ひぬ
再検査せよとの通知またしても来たり乳癌・心電図とぞ
庭石の窪み辿りて這ひ登る初雪かづらの強かさ見ゆ
「寅さん」の正月映画復活に同世代らしき泣く客多し
ほくそ笑む吾が新記録ひと月の映画鑑賞九作品と
ドレッシングをやめてレタスにぱらぱらと振るレモン塩の引き立て効果

庭の柚子あまた知人に貰はれて吾は薬味に二つもあれば
十二支をうろ覚えなる夫の前 「ネーウシトラウー 」孫は諳んず
「晒け出す」なんて大袈裟をさなさへ有りのままにと歌つてゐるに

地方とて油断禁物マスクせぬ夫に感染の怖さ説く朝
地下鉄の二駅分を徒歩通勤して感染を避けゐると子は
送迎の吾まで検温義務となり体温計を持ち歩く日々
いつ閉鎖になるやも知れぬガラガラの映画館には今の内にと
レトロなる映画館にて客三人マスクして観る「ダウントン・アビー」

映画女子会ボランティア外食歌会さへ自粛しひたすら庭の草抜く

毎日のやうに飛び来る目白ありて河津桜に目を遣るしばしば
マスク外し有り難く受く歯科治療コロナ騒ぎの真つ只中に
緊急の知らせ「明日から学校は休みです」また吾が出番増ゆ
コロナ騒ぎを治めてくれぬかみかん色に妖しく揺れるスーパームーンよ

「暑いね」と送信すればピポピポと夏スタンプ続くグループラインに

寿命なる寝室のエアコン買ひ替へずガラ空きの子の部屋で寝起きす

「母の日を間違へてた」と娘より魚が届く半月遅れの
いつだつてコイン乾燥機が止まるまで必死に脳トレしてるはわたし

数少ない男性メル友だつたのに大久保修司氏逝きてしまへり
真夏日に似合はぬ風の吹き来れば案の定台風接近のニュース
恐らくは数年続くコロナ騒ぎ共存しつつワクチン待ちたし
三球を植ゑし大鉢に十を越すカサブランカの密に咲きたり
家庭内別居のやうだ食事以外互ひに好きに自室で過ごして
パズル誌を数冊積みて思考力低下に夫はひねもす抗ふ
「想像は脳活性のもとといふ」ならば吾など得意なジャンル
熟読にほど遠いこの一年の冬雷誌積み老眼鏡かく
八歳の誕生日にとねだられたる「悪魔大事典」迷ひつつ買ふ
飲み込みが悪くなつたと施設より電話ありああいよいよ来たか
紙風船竹とんぼにはふり向かぬ児らが興ずるゲームゲームゲーム

☆

身の丈に合ふ贅沢か肌寒き夜の湯に溶かす檜のかをり
曇天の低きところに円を描くあの鳥はたぶん繋がれた凧
信号の下に仕事着の若き母をさなを連れて黄の旗を持つ
コンビニへ夜更けて牛乳買ひに出る勝手口から百歩あまりの

高橋燿子

台風の雨降り続きひこばえの葉先のみどり早苗田に似て
戻り来ていえに安堵する間なく洪水知らせる携帯が鳴る
無事すぎた台風なれど冬雷の仲間の安否気にかかる日々
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真夜覚めてうかぶ言葉を綴りたり転居の友へ近状こもごも
綿帽子にはにかむ顔をのぞかせて控えるところ普段は事務所
青森の親に見せたスカイツリー二十七階の窓にきらめく
鹿苑寺のお札を胸に異文化をカメラに残す異国の人らは
傾く日刻々変わる紅葉の金閣の周り人らが動く
夕闇が静かに金閣包みゆく刻惜しみつつ帰りがたくて
町の灯が眼下に広がり帰り道最高だねと感激続く
手作りのネズミを並べ携帯にもたつきながらメールをおくる
褒められて手放す干支のネズミたち我が家に残す二匹を決めて
しめ縄より鈴へと移る冬の日に緩やかに進む初詣の列
初春を寿ぐ獅子に神楽ありゲストの象が五輪の旗ふる
年ごとに工夫加える江戸文化巧みな話術に引き寄せられて
春菊やほうれん草も加えたり畑にとれる七草なれば
先生を囲み手袋をあむ我ら授業合間のストーブの前
増し目して親指を作りミトンあむ授業より楽し放課後
弟妹が学校に友を呼びに来る家事は長女の仕事であれば
それぞれの出来栄え褒める先生のうるみいる目をはやす男子ら
家庭科で縫いたるパンツで運動会貧しい時代の華やぐ一日
犬のためにパックに詰めたる料理が匂う車内に楽しき余韻のありて

「きをつけて」別れに由奈は手を振りていつものように見えずなるまで

カラスにもサギにも見えて空を舞うビニルひとひら生きいる如く

穏やかな日を浴びて梅を剪定する農夫ら一様に空を仰いで
明日は雪予報に急ぎ馬鈴薯に土寄せをする春の日浴びて
花展用ポスター葉書処分する先の見えないウイルスの恐怖

向かい合い娘が作りたる夕食が塩味と共に喉元すぎる
テーブルに総菜並べ酌み交わす夫の生日に木犀かおる
五合のさけに酔いたれば繰り返すコロナ等なき日々の豊かさ
気心の知れた同士の別れ際来年約す強きおもいで
修理した昨日に続き自転車を押して思案する店までの距離
注文の自転車届く三日間バネはチュウブで結び代用
十五年わが足となりたる自転車の思いこもごも磨き清める
わが備品自転車につける注意書き「無理はしません」誓い新たに

「体力を持続せよ」と娘と姪は食べて動いて穏やかにと言う
新コロナ肺炎に逝きたる志村けんいま改めてウイルスの恐怖
動物と触れ合う映像楽しくも涙に見ている追悼番組
筍を背負い山を下る人ゆっくりゆっくり青野のなかへ
イノシシの筍堀りたる跡のある若葉の山に人ら働く
柏餅「うまい」と夫は笑顔なり籠り居る日々たなぼた見舞い
ハンカチの花が見たいと空仰ぐ外出ならず自粛生活
み つき
コロナ自粛の三月畑に精出して今収穫の夏野菜です
芍薬や白いカラーの花盛り見せたい友に写メール送る
枝撓め全身使い収穫する梅の香りと重さ増し来る
アイパット見つつ梅ジャム煮る厨に 「良い匂いだね 」夫は笑顔
促され冷たいメロンを食みいれば大好物なる孫しのばれる
招かれて身内の人が集いたり明日から出社と孫は挨拶
花添えて野菜届ける友の家病みて十年通いて十年
山裾の霧に浮かぶ茶畑に光さしきぬ長雨上がりて
丘いっぱい発電機が日を返す平地の緑を従える如く
梅雨明けて暑さに籠る窓越しに夕顔一りん大きく開く
生まれたるメダカは水面にぎわせて金魚は底に黒くひそめる
米国の博物館に見る原子爆弾愛称つけて模型の置かるる
Ｂ に圧倒されてみる隅に模型のようにつらるる 「あかとんぼ 」
正月に子の受験を祈りし娘が尖りたる肩で静かに現る
梅雨明けの厳しき暑さに汗かかず表情なき顔われらにむける
まな板に刻む音の確かさを居間に聞いてる体調良き日
日盛りに重荷を背負いて彷徨うか昔遊びたるあの道この道

食べたことトイレに行くこと忘れても子にマフラー編みし指は忘れず

一升餅を頼みし菓子屋の主人より子育て労う手書きの言葉
同じことを何度も尋ねる百歳がカギ棒で編むマフラーに帽子

コロナウイルスの面会制限に泊り込み勧められざりし悔いわれにもひとつ

故郷の山の彼方の嶺々が雪を被りてくっきりと見ゆ
庭隅の河津桜は幹のいろ銀にかがやき固き花芽もつ
大家族の商家の嫁を務め上げた母を言うなり折にふれ友は
水を欲る口にトロミの水二匙ゆっくり運べばうなずきて飲む
痛い苦しいと口に出さねど時折の辛き咳ばらいが耳に残れり
人ごとと思いたる災禍めぐりに増えて突風水害にコロナウイルス

子供等の声重なりて笑い合ういつもの春なき桜の公園

☆

立冬とは名ばかりの朝少年が薄物のシャツに自転車漕ぎゆく
積乱雲ロート雲が幾度もわが列島に突風連れ来る

居るだけで心解さるるみどり児の笑顔には一片の曇りもなくて
み つき
三月ぶりに友と食べいる鰻の味言葉少なくも心は通う
テンポ良き若者との会話に拾いたる言葉ひとつが心に残る

なかなかに一歩を踏み出さぬみどり児に両手を貸せば四、五歩を歩む

夢か現実かわからなくなると九十六歳枕辺のわれに穏やかに笑む

磨きたるガラス戸のうちより見る景色胸の内なる曇りも晴れる

トマト苗楽しみつつ選りて三株買う極あま金あまトマトベリーと

スペイン風邪の流行りに祖父母を亡くしたとコロナ報道に八十六歳は

えびす講まで十日を切りたる十一月紅葉見るなくコートも出さず

三ヶ月患い悩む鼻の性質くすりを替えてナタマメ茶を飲む

バチバチとタイヤが弾く違和感を無視し登ればアイスバーンとなる

フロントガラスの正面へ右へと所変え富士はわれらの行く手を誘う

この年の最後の満月きっと明日見られるだろう晴れとの予報
暮れ残る西空にかかる茜雲信号待ちいる心緩ます
喉からの風邪をこじらせ三週間母譲りの鼻の性質に悩む
突風に倒れし木槿のいのち継ぎ鳥が運びし若木が育つ
土色の花瓶に差したる南天は赤き実の嵩にしなりて映える
咲き終えたる胡蝶蘭を日溜りに休ませその根を労りてやる
石段を杖つき登りゆく母のうしろに控え手を貸さずおり
二歳児と八十六歳の足元に目を配りつつ石段を登る

窓口でマスク検温消毒を求めたる面会が禁止に変わる
コーヒーの香りがしないと受診した夫の同僚にウイルス陽性
藍深き宵の空へと昇りたるスーパームーンにうさぎ棲むらし
口元を隠すマスクの目と目で語る常より目元に思いを込めて
連休に俺が受け持つと五十超えるガラスサッシを夫が磨く

高松美智子

29
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大いなる空見上げればひとときも雲とどまらず東へ移る
週に二回の休みあること有難し休みの一日は土と戯る
葉より入りて根まで枯らすと除草剤をジョーロに薄め駐車場に撒く

通り沿いの花壇に汗して土起こせばいつも見てますと散歩の人が

美千代

十七時夕焼け小焼けのメロディーが入り日間近き街に流れる

橘
あしばやにぬけゆく鳥居の森のなか吾が名書かるるひとつを見出づ

朱の鳥居の森をぬけ道の折れまがる地点にならぶしるべの祠
赤と白の蝋燭に三角形作りくらき祠の祭壇にともす
五十年前にはここに在りし山瓦の素材に掘り尽くさるる
夏休みに蝉の幼虫捕りし森 山ごと消えて道が通るも
わが子犬ロミが掘り返しし畑いまも残りてゐたり変れるなかに
かた も

こ よひ

目覚ましの時計とめても鳴り止まぬ耳鳴りせると今朝気づきたり

群青の空に凍てつく雲あまた片面を照らす今夜の月は
高音の刺激を脳の聴覚野にあたへむために聞くモーツアルト
照らされて列車の暗き窓にうつるわが顔あまりに父に似てをり
暖冬に雪無き路上を走りゆく冬タイヤかるく乾ける音たて
御神体の石にふれぬまま初詣でを終へたる後にふたたび出向く
参道に意識朦朧のをさな児を仰向けに抱きうろたへる祖父母
唇のチアノーゼなるをさな児を縦に抱き背をたたき呼びかく
搬送されしをさな児の重みわが腕に残れる愛し忘れゐし思ひ
リンパ腫のねこ化学療法受けしとふ人への旧き抗ガン治療にて
化学療法後の猫元気とききゆらぐ肉腫にて術の無かりしわが猫
大柄の食欲旺盛なる猫の食べなくなりしが悲しかりけり

高砂百合が綺麗でしたねと足止めて声掛けくるる人幾人もあり
除草剤撒くこと控え草を抜く土に抱かるる球根のため
年重ね腎臓患う猫ミャーの週二回の点滴に友は付き添う
夏まつり敬老会も中止となり施設に暮らす楽しみまた減る
畑で穫れたと南瓜ひとつは盆棚にひとつは煮付けて仏に供う
梅雨明けぬ七月の末ひとときの雨の切れ間に初蝉の声
モロヘイヤの葉裏にひっそり羽化したる蝉か柿の梢に鳴きいる
鎮守の森槻の梢にミーンミーンジィージィーと夏が降り来る
鎮守の森抜けて遠のく蝉の声広がる稲田の緑たくまし
「かいせい君すごいすごい」と舌足らずの幼き言葉に弟を褒む
物語の始まりのごと夏雲が東の空に盛り上がり湧く
柿の木にジッーと短く啼きて止む九月初めのアブラゼミの声
暮れ方に赤く輝く星ひとつさそりの心臓アンタレスと知る
西空が茜に染まる雲のさま心惹かれて車を停める
開け放つ窓より鈴虫マツムシが鳴き交しつつときに合いの手
五十六歳と思いもよらぬ従妹の訃報弔う夕べモクセイが香る
続きいたる不調のもとが心臓弁と診断七日後に従妹は逝きたり

大震災より九年目のいま未知のウイルス蔓延に災禍ふたたび

そのむかし祖母の田舎の風呂のやう露天風呂の細かき石のつぶつぶ

十一万人のわが市に感染者八十九名パーティクラスターのニュース流れる

植ゑ込みの小枝が軒より下がる雪ささへてゐたり手を伸べるごと

一人目のウイルス陽性の報告につづく濃厚接触者二百七十名

捩花を守らむために除草剤まかぬわが庭雑草はびこる
列なして三十本ほど咲きてをり捩花庭に去年より増えて

コロナ禍での入院家族に看取られることなく看護師の従妹逝きたり

次亜塩素酸水のミストを撒きつづけ院内はどこもプールの匂ひ

中世のペスト医者のごと尖りたるマスクをつけてゴーグルもして

林檎の木にきてついばめる雲雀をり猫の視線をたどりてゆくに

ふくよかな笑顔そのまま祭壇の君も病に十キロ痩せたと

ウイルスより逃れむ孤島の別荘を持たねば家に『デカメロン』を読み

病むまへのきみが最後に寄りしこの別荘につらくて来られずにゐき

自分だけ屋根に残されるを知り犬はヘリへとすすむ主人にすがる

な

ウイルスの蔓延にやむなくキャンセルす十年目のスタッフの送別会を

十年前を思ふに失くししものあまた痛みかくしてスタッフ見送る

この椅子にすわりこの景色眺めしか浮かぶおもかげいまは懐かし

桜咲きレンギョウ木蓮ひらく季にウイルスに敗れ逝くひとあまた
アルコール消毒にマスクとゴーグルを母に手わたす「使つて守つて」

熊よけの鈴を持たねば口笛をふきつつ歩む森の斜面を
大柄の猫なりしがいまは小き骨ふたたびまみゆ三回目の盆

あつらへのハーネスつけて蜥蜴連れ散歩してみたと娘をかしげ

散歩してきたる娘の背にしがみつく大きな蜥蜴にわれは声あぐ

こ

コロナ禍に中止されしベネチアのカーニバル人無き運河に舟歌きこゆ

カロリー低く滋養ゆたかなスープ煮る拒食の君にせめてひと口

国民に自粛を「要請」とは暗に補償はないの意味合ひなるか
補償せず自粛・休業をだらだらと続けさせるか生殺しにて
入院の父を送りし道にくぐる祝福のごとき桜のアーチ
いつもより星空うつくし緊急事態宣言に人の活動止みて
緊急事態宣言に

休日も四時に起こしにくる猫に自動給餌機買ふペットショップにて

排出の減るか南極のオゾンホール縮む
N2O

エヌツーオー

外出の規制されたる四月よりはやくもひと月ゴールデンウイーク過ぐ

チンチラとロシアンブルーの子猫たちじやれて遊ぶに人ら集まる

も
Twitter

ツイッター

ロ

もやらずブログもとうにやめてしまつた独りの静けさ
Line

ライン

久しぶりの夜のバイパス疾駆する車ら九十 km/h
超すスピードに
大学の医局に実験せし頃は毎夜バイパス走り帰りき
長時間蛍光顕微鏡みつづけてかすむ目にバイパス走り戻りき
日付かはりて帰宅する意味ありしや子の寝る家へ二十三キロを

キ

家囲む足場をゆらし覆ひのネットはためかせ風は夜通し吹けり

外壁の色見本パネルをならべ見る朝な夕なに照る日曇る日

サイドミラーからルームミラーへ照り返す夕日の華やぎ目くらむわれは

短期記憶失くせるやうな印象のうすきひと月またたく間過ぎ
ホウリィティンツァイライ
中国語に「何日君再来」歌ひしももはや忘れぬ遠き良き日々
つ ま

ぶさ可愛い秋田犬わさお逝きたるか先立ちし妻犬と主人に追ひつけ

護国神社より寄居浜へのこの道に横田めぐみさん拉致されしとは

虹の橋は信じ難しもわが猫が待つててくれると思ふはうれし
コロナ禍に久しぶり入るデパートは店舗減りいたく殺風景に
マスクして立ち止まらずに店内を見てゆきなにも楽しくはなし
手渡されカードや包みに触れたれば手洗ひ消毒したくてならぬ
天あふぎすつくと立てる山法師その尖り咲く白いさぎよし
こ

窓たたき「姉ちやん、乗せて」とヒッチハイクかつて行商の小母ちやんありき

四十年娘を取り戻さむと闘ひて横田滋さん逝くはいたまし
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田中祐子
☆

生真面目を通す息子のとっぴなるセンスが飛び出す帽子を見てる

山茶花のほんの一輪咲き初めて清しき今朝を君に告げたき
ことさらにぶっきらぼうを装いて台風案じて子は泊り呉る
ただ怖き一夜は明けて台風のあまりの被害を放映に知る
玄関へ靴を揃える秋日和の気分昂揚ショッピングモールへ
二年越し節約したる冬コートを「お似合いです」の試着に緩む
紳士もの売場を何故と無く巡る逝きて一年七ヵ月の夫
今夜また喉の渇きに目が覚めて音無き家に耳を尖らす
届きたる柿は献上品種とか大きく美味に種は四つぶ
平坦な庭にうっかり躓きて慌て怺えて慎む夕べ
町内の防災訓練にとっぴなる帽子姿が付添い呉るる
久びさの息子と向かう食卓に旨いねの声しみじみ嬉し
朝戸繰る西の縁先チョコチョコと一羽の鳩が餌を探し居り
大急ぎ飯粒少し持ち行けど鳩の姿は既に見え無く
一瞬の鳩との出合いにほっこりとしたる良き朝空澄み渡る
寒ざむと年の瀬近き庭先の楓の紅葉燃えるがに映る
中背なるその父を越す少年の溌溂たるやあらっと駆け寄る
ささやかに節を作りて持ち行けばたどたどと呼ぶ恵比寿顔の姉
勝手口を出づれば徐徐に曇りくる眼鏡に惑う氷点下の朝
出来合の餡の汁粉も亦良きと鏡開きを独り楽しむ
幼き日ひとくち食べて離れたる干柿老舗の箱詰に届く
意を決しそろりと齧る干柿の品格備う旨みに驚く

パーカーを脱げばバッタが飛び出して瞬時怯えるを次男が笑う

すっきりと整う庭に法師蟬の勢い鳴くを頬緩め聞く
刈り込みのまあるく整う庭の木が満天星と今頃聞き知る
祖父の忌の墓参を終えて気付きたり正岡子規も今日が命日
子規庵への旅に迷えば松山の人達われらに優しかりけり
暦では彼岸入りなる十九日昨日煮つめたる小豆の蓋取る
糯米の二合におはぎが十個出来まずは仏へ子規も食べませ
深みゆく秋の気配に衰えず百日草は花壇を狭め咲く
百日を咲くから百日草と言いき母を想いつつ花壇を離る

田端五百子
化粧したる顔をマスクに仕舞ひこみヒールをならし娘は出でゆきぬ

身ぐるみをはがされ案山子軽トラに積まれ渋滞の列にまぎれる
鹿ゐのしし猿タヌキなど公害とハンター活躍す一本松の町

時かけて梨をむきつつ保証人ことわる口実思案してをり
老舗なる衣装屋の主は箱階段のぼり花笠みせてくれたり
園児らが出口の前に通せんぼ赤い羽根の箱もちて立ちゐる
来し方を顔に刻みて日向ぼこ晩年と言ふは何時からのこと
路地裏に手押しポンプ井戸使はれて昭和ひつそり息付きてゐる
早朝の列に並びて求めたり新島襄の切手十枚
こげ臭き現場を残し消防車仕事終りと帰りゆきたり
浜風が川面を渡り吹きつける小屋の新巻鮭うま味ましゆく
日向ぼこいつものメンバー集まりて認知症検査の得点誇示す
この先は人里はなれた一軒家赤いバイクが見えかくれゆく

出先より戻りて直にふるさとの友の声聞く留守電温し
注文のＣＤ漸く届きたり暖かき庭にはパンジー揺れて
廃れたる梅は冬枯れの時期越えてひとえの白がほつほつ咲き初む

春嵐の過ぎたる庭にほんのりと漂う香り梅の木仰ぐ
ひと手間をかけて林檎を摺り下ろしじっくりカレーを煮込む生日

通院は控えて直接処方箋を薬局に送付と病院からの指示
学校へ早く行きたい 休校に中二少年の困惑しきり
君子蘭の橙の花序十八を数えて今朝の平穏を得る
独り居がますます独り居となりてコロナに怯え狭庭にあそぶ
宅配の青年判を押す僅か花がきれいと庭先を見る
著しき寒暖の差を油断して風邪に籠ればコロナかと次男
言いたきを言いて食材買い足して帰る次男の温みが残る
生協さんコロナ自粛の影響か亦の欠品を書面に詫びつ
庭草をきれいに払い終える午後一日早き贈り物届く
二日前に蒔きたる種のひまわりが既に発芽す数多目に留む
大雨にこれでは今日は来られまいと諦む待ちびと長男来たり
塀寄りの梅の枝先つんつんと道へ伸び出しなんとか払う
刈込みの予約は混みて八月に茫茫の庭は暫しの我慢
定年の年齢延長決まるかなそんな話をぼそっと息子
墓所までの徒歩四分は有難く盆を控えて掃き清むる朝
三度目の盆を数えて満面の笑みにご先祖さまと来なさる
白玉粉に送りだんごを嫁達と作り供えて盆を仕舞えり
盆過ぎて漸く庭の刈込みの順番来たり真夏日なれど
真夏日の作業にもしやを懸念して水分運び休息願いつ

巨大なるホームセンターに迷ひ入る小指の爪ほどのネヂを捜して

散りつくす河岸の銀杏の遠く透け初冠雪の五葉峰みゆ
無人駅忘れられしか教科書を隙間の風がしきりに捲る
便利さが人の孤独を深くしてファミレスにあふるるお独りさまが
古民家の囲炉裏に集ふボランティア「どべつこ缶」で乾杯したり

一枚づつ楽しみ増やしし晴着など今出番なく簞笥のこやし

木の葉散りあらはとなりたる鴉の巣銀のモールが垂れて揺れをり

わが母の形見の角巻きうつすらと香り残して箪笥の奥に
不要不急の外出は控へてと沙汰のあり籠もれば桜隠しの雪が
春光の入り来る納屋で試乗するトラクターのエンジン朝から響く

おちよぼ口少し開きゐるチューリップ聖火迎へる道に植ゑ込む

八十路にも新学期のある三月晦日コロナ自粛に見通し立たず
桜咲き生徒不在の校庭で新任教師が独り花見す
定まらぬ日和は春の常なれど昨日快晴今日は時雨す
鴨の陣水面のチャペル乱し過ぐマスクもしない一族従へ
老いの春花粉・コロナに身構へて八枚目マスク手縫ひ始める
ベランダより噴き出してゐるシャボン玉コロナに籠る幼らの声
黄のテープ貼らるるスーパーのレジの列夫との間合ひ今更に想ふ

「商店街呼吸を止めた」自粛令ありてシャッター通りに変わる
ウイルスなど一飲みに泳げ鯉幟さつきの空の果て無き青を
かたき
歌敵に逢へぬもどかしさ誰彼と話したくなるマスク外して
アパートの転居荷物に車椅子みえて白髪ちらちら動く
毛越寺よりの株分け花菖蒲むらさき極め咲き誇りをり
締切りの原稿清書する真夜を小瓶の十薬しきりに匂ふ
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歯科院より入れ歯の具合問ふ見舞ひアマビエ描かるハガキ届きぬ

朝な朝な蔦の若芽は廃屋を縛りあげるがに勢ひ伸びゆく
命綱振り子とゆらし病院の窓ふく人を待合より見上ぐる
兄弟はしばし積み木で遊びをり四歳は泣き一歳泣かぬ
梅雨前線列島ひさしく居座りて「トマトは赤くなるのをやめた」
「八十歳住むには危険」とまた一軒昭和が解体されるこの夏

履く人は居らぬか紅緒のぽつくりが梅雨に濡れつつ集積場に転がる

歯科院とふ唯一の外出ネギ坊主ならぶ裏径ゆるり戻り来
球児打つ快音ひびくスタンドに団長独り仰け反り息吐く
自粛して籠る一日梅雨寒に灯油の残り使ひ切りたり
背の薪を降ろせぬ金次郎の銅像が雨に濡れつつ子らを見送る
「もう少しこの世に居たい」拳あぐ伯父の短歌は生の歓び

赤の風船とどかぬ高さに飛びてゆく我が来し方に身落とせること多し

日焼けしたる手足投げ出し熟睡す園舎に蜩の一声たかし
かき氷は赤き水と変はりたり先輩の説教聞きてゐる間に
くぐもれるマスクの発声威勢欠き議長の眼力議場を圧す
遠回りでも片陰を拾ひゆく立秋の風に背中押されて
街中の期待を背負ひて進水す五艘目のサンマ船福来旗はためく
機を織る音に聴こえてキリギリスかぼそく鳴いて昼の山径
泡を吹きこぼるるラムネラッパ飲み児の眼に映る立秋の空
こもり居の独りの昼餉パンに添ふる蜜吹く無花果口すぼめ食む

耳鼻科にて受けたる検査は異状なし年相応ですと医師は言ひたり

明けの五時西空に満月見え隠れしばし眺めて体冷えたり
月眺め冷えたる体を温めむとインスタントスープ飲みをり
残り一枚「吉野の里にふれる白雪」義家の暦坂上是則で終る
銀杏を封筒に入れレンジにかけ待てばピチパシと音たて爆ぜる
銀杏の緑の色の艶めきて酒のお供に美味と夫は
馬頭観音横手の銀杏の大木は満月に照らされ輝きて見ゆ
万両の赤き実なるを待ちたるに早も鵯に啄まれたり
ガタガタと襖を開ける音のして覚めたる吾はまたもや眠れず
トイレより夫もどりて白湯一口ふうと一息又寝間に入る
夜半覚めて読みかけの冬雷手に取りぬ印つけたる歌に目を通す
三日には妹家族の訪ねきて御節料理に箸進みたり
元日の社の焚き火に手をかざし甘酒片手に笑顔の挨拶
黒雲の透き間より日の差してきて飛行機の音遠くに聞ゆ
物取らうと深く屈めばぱつと立てず老いか太りか辛き此の頃
戴いた大き大根切り分けて最後は七草の粥の中へと
人けなき談話室にて夫と吾これから七時間か溜息の出る
中庭の桜の開花三つほど住人喜び集まりてをり
中庭に赤白十二本の花水木眺めてをればコロナ忘れる
欲しい物メモして夫や子に頼む早く自分で買ひ物をしたい
看病も看取ることすら出来ぬとはコロナ退治の薬待たれる
我が家に同居せし母十薬を取りに行かうと吾を誘ひき
古里では軒先の竿に十薬を干し煎じて飲むは体に良きと
テレビの音煩いと言ひ音下げる夫は幾度も補聴器付けろと

中年の女性は足漕ぎのボートのなか小犬と戯れゆらゆら揺れる

西谷純子

ああ吾も補聴器が要るかと思ひたれど医師の説明に拍子抜けする

残りの一段どんな暮を迎へるか五年連用の日記も四段目となる
陽だまりの温き道の辺山茶花は丈低く紅を天に向けをり

隣家に落葉せぬを幸としてサルスベリの枝葉皆伐りつめる
支障なく階のぼりゆく若きらの軽やかなる長き脚見つ

焼き茄子にチーズ、バター、マヨネーズ夫も息子もビールが進む

郵便をそつと投函落つる音確かめてから吾は立ち去る
古里の私の好物長茄子は四十センチ余りすんなり長し

空中に種は飛ぶらむ離れゐる垣のプランターにカタバミの黄の満つ

眠れぬを恐れて眠剤半分を奥歯にかんで眠らむとする

患者等に 「患者様 」と呼ぶ院内の放送今日も違和感持ちて聞く
年輪を重ねて育ちし泰山木その伐り跡に六十年をおもふ
顔浮かび名前の出でこぬ人の名を関連づけむと花の名唱ふ
いづこより種飛びきたるか庭土のやはらかき処カタバミ群生す
思ひきりよく剪定したる杏の枝に今日一つ蕾の赤きが見ゆる
気温差の六度もありてキャスターの半袖の衣装気になりてをり
激辛の赤き食品食みてゐるタレントは顔に吹き出る汗ふく
タンスのなか空色系の服多く緑、青、海のブルーを好む
脱ぎ易き下着に五種類の検査受け終れば胸のあたりが寒き

横しまに断層の模様明らかに「チバニアン」の土の模様あらはる

媼らは待合室に大声で互みに痛いところを言ひ合ふ
乗り来たる若きは袋より化粧品ひとつづつ出し顔仕上げゆく
大粒の音の響きにはじまりてひととき屋根を打つ通り雨

雨戸の戸閉むるに少しくせありて最後の十センチを高く押し入る

夫死ねば後追ひ死ぬと吾を言ひし友の最後は風呂に溺死す
夫が死しても私の生き方あるからと豪語してゐし友寿命尽く

「どうぞ」といふ短き言葉に外つ国の人はにこやかに入店すすめる

化粧品の合はぬらしくて目の回り赤く腫れきてピリピリとする

八月盆父母の墓参り出来ぬ夏「今年は止めときさいや」と姉言ふ

初鳴きのミンミン蝉の声を聞くわが耳鳴りもミーンミーンと
紫陽花の種類取り取り花咲かせ若き主は身罷りゆきぬ
大切な人も時をも過ぎ去るを思ひ起こすはコロナの日日よ

炬燵蒲団クリーニングに預けしままそろそろ取りに行かねばと夫

早朝の白湯の一服含みつつ今日の買物行動メモす
冷蔵庫の前に立ちしが何をしに来たるか周りを見回し気付く
折々の花を咲かせる家の有り秋桜の花のそよぐに見ほれる
暑きなか梨を求めて市川に久久のドライブ機嫌良き夫
昼食は梅ぼしとシャケのおにぎりで木かげを探し休息をとる
花水木十月となれば紅葉す赤き実見付け鳥の啄む
台風の近づきたるの予報あり逸れてくれよとただただ願ふ
明後日冠動脈ＣＴ検査あり結果を案じて熟睡できず
当日は朝食抜きとの電話有り食事抜きとは吾には辛い

野村灑子
台風の去りたる夜の空の月白く冴えゐてかうがうしかり
優先席に坐しゐる白髪の老婦人美しき顔に若き日思はる
「紅小町」といふ銘柄のさつま芋道の駅に列なし購ふ
初に会ふ友との語らひひとつひとつ思ひおこして再会誓ふ
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桜伐るバカ梅伐らぬバカと人言ひしが蟻の往きかふ幹中朽ちゆく

歩行困難故に乗るタクシーにマスクなしの吾を運転手は諌む
外出禁止の暮らしとなりて友の電話に目と口大きく開閉し話す
まなこ
眠らむとすれば目の覚めゆきて手元の眠剤に手を伸ばしたり
山茶花の落花の中に出できたる芥子の新芽をやさしく掃きぬ
コロナにて死にたる俳優翌日の朝のテレビ小説に出でくる悲し
絨毯の模様の中に縫ひ針をみつけたるときのわがよろこびよ
桜の幹の中を住居としてをりたる蟻たちせはしく往き来してをり

伐りてより立ち枯れしゆく桜の幹樹皮のはがれて蟻のいきかふ

数百メートル心して歩き歩行器を止めていつぱい吾が背な伸ばす

投函したかこの頃不安な日があればポストの口に指さして去る
切りし枝あやまちて隣家へ落ちにけり投げてよこすをさびしみてみる

試供品ひと口食べたるタレントが感想きかれ満面の笑み
玄関に不具合のありて閉まり悪し扉の開閉に鍵の鈴なる
今日の一日にやらなかつた？やれなかつた？自問をしつつ眠らむとする

為せぬ事ありて今日こそは一番にと目覚め早き日の初仕事とす

風が運びてきたる種からか側溝を大きく覆ふピンクの花株
痩身の背の高き親に付きランドセル負ふ娘も又背の高き
☆

希に見る大型台風上陸で雨量の多さに只々驚く
いざとなれば持ち物全て諦めて身ひとつにて逃げねばならぬ
台風と地震の多き国に居て今まで以上に不安募れり
何度でも来る台風が恨めしく島国の怖さ改めて知る
息子の嫌いなおでんは作らずに一人の時にコンビニおでん
親でなく夫他界の喪中はがき一枚二枚と来るようになり
映画にて女医誕生の困難を荻野吟子の生涯で知る
いつの世も前例作る人ありてやっと次に続く人あり
世界観各々違いてああ何と広き世界のブレイクあずささん
外国に住みしこと無き自分でもせめて思考は広く持ちたし
新年の冬雷表紙絵渓流は魚見える程透明感あり
唄上手くなる方法訊ねれば発声練習と教えられたり
まちなか
無理だよね街中スケッチミッドタウン上からの景色何と難し

浜田はるみ

スペイン風邪は覚えなけれどコロナ禍の猛暑の日々を家ごもりゐる

まあ上手く出来た歌でも自己評価甘しと載りてやっと気付きたる

電話の声は威圧的なり怒られてゐる様だとつひに言ひたり
つひに言ふ吾の言葉に怒り持ち吾との関係遠ざけてをり
つひに言ひし吾の言葉にかけてくる電話に威圧的響きなくなる

趣味だから体調考え無理せずに楽しみながら少し頑張る

料金をまちがへ安くいふ運転手に気づかせて礼言ひおつり受け取る

理容師に顔横の毛の長さ同じがいいね！偏と旁の位置教へたり

つくり

スーパーを出でて食品の六要素「まごはやさしい」と唱へ薯を買ひ足す

鍔深く帽子かぶりてマスクする女の歩き方にて知人と知りぬ

つば

久しぶりに地方のニュースを発信するＮＨＫのアナ転勤したるらし

新札の肖像画の人物を覚えむと先づは日本列島を頭に描く
千円札は北海道なりて北里柴三郎さんを思ひて覚ゆ
五千円札は南下して津田沼で一休みしようと津田梅子さん
山の手線の渋谷で遊ばうと一万円札出して渋沢栄一さんを想ふ

コロナ禍で家居をよぎなくされてゐる児らの描きたるチョークの線路

養子にいきて藤代と変はる友の名を記憶させむと藤の花房思ふ

カーネギーの 『人を動かす 』が子供向けの本に変わりて読まれる昨今

着ないのはもったいないと古い服組み合わせ変え着たりしてみる

新年会それではその店と話しつつ手帳取り出し即決となる

美智子

☆

我が心臓日頃ちょくちょく二、三秒休んでいたとは私らしき

林

「美の壺」のタイルの柄が懐かしく昭和の家に戻りてみたし
息子のお古のＴシャツ短パンで連れ合い居ない気楽な日常
息子の黒の肌着が涼しくて部屋着にしたら脱げなくなりぬ
猛暑日に雷鳴りて暗くなるこれでひと雨涼風待てり
食育に馴染みたる今休校の弊害として眠育まで出る
少しでも早くスッキリ見えたくてでも真夏の手術避けるべき
目の手術仕事休まず徒歩通院今で良かったと五年後思う
二ヶ月程視力上がるまでかかりても眼鏡なしは小四以来
色からは元気をもらう九月でも鮮やかに咲く紫紺の朝顔
夜の道ギイギイ啼く虫草むらにコロナの世にも秋近づきぬ
ぶ
通院で熱を計られ日によって体温の違い五分以上あり
メールにて会えない分だけ励まされ旧友の有り難さ改めて知る
子供らに悪い教師がいることも教えねばならぬわいせつ多し
盲腸線読売俳壇にて知りぬ行き止まりなる鉄道のこと

リモートも再放送も飽きて来てそれでもまた観る
『シェナンドー河』

マロニエはふわりと開きひと日だけ隣庭にも落ち花拾う朝
朝のドラマ船頭可愛やメロディーがすぐ鼻歌に出たるこの頃
気が付くと口ずさんでる流行る歌うたい易き節と分かりたる
梅雨の日の水田風景写されて畔道歩く思いにかられる
病院と縁なき日常急転し一週間で歯科と眼科に

消毒液いつまでもつか不安なりストップウォッチで換気もなせり

新聞の相談回答適切で樋口恵子氏痛快なり
買い換えを迷いておりぬあと何年運転できるか自分の車
真冬の薄きスカート見るにつけ大事な母体大切にして
三つ編みの少女見ないと気付きしを冬雷読みて思い出したり
スマホが無かった時代という歌に気付くと午睡もスマホ離さず
医師いわく六十過ぎたら痩せるなと一キロ増に過敏で無くなる
水仙の一茎一花美しく今年も会えたよ神話の化身に
ウイルスで梅も桜も諦めて本当の春はいつ来るのかと
「今月の画像」の富士に目が留まり雪山の迫力に圧倒される

テレワークパソコンワークで出来る事こんなに有ると知りたる自粛

コロナから目が離せずにいる時もマロニエの木は新芽つけたり
緊急事態宣言で一ヶ月休みとなりて胃が軽くなる
眼の手術近き未来の兆しあり我が事として歌を読みたる
ＳＥの仕事の変遷よく分かり困難とやりがい読みて味わう
家に居て家事思う程手につかず二ヶ月先まで歌の出来たる
新型コロナウイルスは終息から収束へと舵をとりたる
何処にも行かれぬなんて贅沢で医療現場の奮闘思う

故障したパソコンと車買い換えて手足が自由になりたる心地す

倒産を防ぐ為には感染の警戒ゆるめず営業望めり
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前脚をふんばり水を飲む猫の喉の音のみ部屋に響けり

はは

談話室の窓一杯に桜咲く姑の入院から六年が過ぐ
菜園に春の陽光満ち満ちてのらぼう盛りつぐみが歩く
待ちわびたる我が家の塗装始まりて窓も密封開けが楽しみ
長兄に近き病院に三番目の兄移り来て共に見舞いき
よく食べてよく眠れればそれでよし猫よまだまだ一緒にいよう

土曜日の午後の三時と決められるわれらの猫を死なせる予約
とぼとぼと枯葉の道を帰りゆく君も黙って猫も黙って

朝の戸を繰れば菜園にきゅうり茂り早く採ってと我を急き立つ

レジの子の広東訛りの日本語はずむ

ニッポンと発音するときテレーズの記憶は輝く霧の向こうに
ケベックの元修道女なるテレーズは終戦直後の日本に渡りき

会うたびに「はじめまして」と微笑する施設のテレーズ九十二歳

こころもちバスの客らは離れ立つマスクをつけたるアジア人より

学生のいとこを案ずるレジ打ちの少女の故郷は香港にあり

こんにちは おげんきですか

立ち上がり「ごはん」と鳴きたる猫の眼のすっきりと澄む土曜日の朝

四つの棚をよくよく見つつひと廻り三十本越すきゅうりは重し

あちこちに配り終わりてありがたく曲がりきゅうりの糠漬け刻む

きゅうり減らし茄子・ピーマンを増やしてと夫に頼めど今年も変えず

紫蘇の葉の陰に寝そべり思うまま大きくなりたるきゅうり発見

大好きと言いたる友はアボカドとレタスの太巻のみを食せり
SUSHI
北国に居残る雁はさび色の翼を揺らして雪を払いぬ
メキシコへ渡れる雁は木陰にてパパイヤの実を食むや今頃
絶え間なき花火と爆竹ふるさとのはるかに遠き除夜の鐘の音
新年を告げる汽笛のろうろうと霧の向こうはバラード海峡
祖国より十七時間遅れいて正月来たれりこの北国に
病室に独り残れる母の見る元日の富士は青く輝く

長梅雨に今年冷夏かと侮れどかっと照り出し猛暑襲来
クーラーの取り付け終り請求書も未だ来ぬうち冷房浸り
焦げそうな陽射しの中で収穫と水遣りだけで草刈り及ばず
久々の恵みの雨は滝のごとく茄子の畑に染み透りゆく
菜園の赤紫蘇二本引き抜きてシソジュース出来空壜彩る
雑草の間にシソと茄子茂る今夏我が畑は自慢もならず
氷にて薄まりてゆく紅色が小説の中に立ち帰らせる
☆

ウイルスのニュースもすこし忘れたりジョージア通りに桜咲き初む

日本へ行きましょうねとテレーズが言えばふくらむ見果てぬ夢も

ブレイクあずさ
シターキとシシートゥあるよとカナダ人店員示せり しいたけ、ししとう

捨てるわとことさら明るく友は言う三十年の結婚生活
弱りゆく猫を抱える長い夜 冬の時間がもうすぐ終わる
てのひらに猫の鼓動と体温と背骨寂しき午前四時半
明滅はときどき遅くまた速く老いたる猫の最後の命

悪しざまに人を言うとき活き活きと 施設の友はさみしそうなり

親よりも年上の友を訪ね行くいつもの土曜日いつもの会話
ハンサムなハクトウワシは甲高く細く鳴きおりぴいぴょうぴいと

小柄なるミサゴは魚を盗まれてただ目を見張るハクトウワシに

声を上げ手放しに泣く君のあり診察台の猫の名を呼び

本日も天気は「 smoke
」国境の南の森は焼かれ続けて
山火事の煙に街は沈み込み我が家の蜂も姿を消しぬ
長き冬の先触れなれど夕暮の慈雨は優しく屋根を濡らせり
外壁に明るき虹を掲げたるカフェは空気もコーヒーも良し
無口なるカフェの主はリスボンの闘牛士なりき半世紀前

火曜日は暖かくなるとの予報あり浴びよう猫よ春の陽射しを
レジ打ちの香港娘を今日も見ず疫病の波はひたひたと来て
買えたねえ 見知らぬ人と笑み交わす小麦粉ひとり一袋まで
人々が鍋打ち鳴らす午後七時なぐさめ励まし祈りをこめて

「ジョーのカフェ」の流行おくれの壁紙にひとり埋もれて冬雷を読む

ドイツ人翁はパン屋をたたみたりコロナの波の広がり止まず
韓国の梅酒の香りに蘇る東京の夏その熱と音
カナダより眺むる日本と韓国はよく似ておりぬ確執もあれど
顔立ちも情緒も近き韓国の友とは英語に話すほかなく
国籍を捨てたる友と捨てぬわれどちらも悩む異国での老い

きまじめに社会的距離保ちつつまだまだ明るいカナダのひとは
巣篭りの日々にいつしか探しおり庭に廊下に窓辺に猫を
物質は国境越えを許されて星条旗付きの機関車が来る
長旅の埃まみれの顔を上げ機関車は行く港は近し
街中の貨物列車はゆっくりと並んで走るわが自転車と
鉄道のロゴとなりたるビーバーののどかなる顔哀しき歴史
東へと向かう列車よプレーリーの野にもスミレが咲くころだろう

☆

こんなにも美味なるものか新米に秋鮭添えて心満ちゆく
真夜中に輝きわたる月ありて冬は間近の風の吹き来る
隣屋の影早々と差しくれば布団取りこむ日は高けれど
そこここに赤黄白と菊咲きてその香も高く秋を彩る
椋鳥の群れはいつしか去り行きて静けさ戻り秋の更けゆく
霜除けに笹竹立てて春を待つ十センチ程に絹さや伸びたり
真夜中に魔女の一撃喰らいたり朝を待ちいる夜の長さよ
習慣や約束などは撃破してぎっくり腰の激痛のさばる
餞別と一緒に娘より渡さるるリストアップされた土産物のメモ
願い込めた十字架丘を埋めつくす辺り一面を覆える静寂
要塞の塔に登りてバルト海の銀色に光る海凪を見る

本郷歌子

「チャイニーズ」とわれに向かいてわめきたるひとりの女ロブソン通りに

ぽつねんと水辺にたたずむ雁の子よもう夜が来るコヨーテが来る

ひたすらに荒れ野を行ける座頭市の孤独を恐れし幼き吾は

母からの手縫いのマスクは愉快なり水玉、トナカイ、パンプスの柄

目のツボのせんねん灸に火をつけて廃業ばかり考えており
北欧の神の名前を持ちたるはいずこの猫か首輪を拾う
コロナ禍に閉じ込められたる友に会う施設の庭の薔薇の木越しに

仕事なぞ辞めればいいさとこともなげ暢気な君にやや救われる
空っぽの背中を風に吹かれおり旅に出られぬクルーズ船は
わが肌を黄色と決めし人々はわが同胞に遠き人々
肌色を問われ悩めば金色のオリーブオイルと夫は微笑む
原爆を認める人にもヒロシマに寄り添う人にもめぐる八月
魂の抜けたるような顔をしてカラスのチビ太は暑さに弱し
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ギックリ腰の痛み漸く和らぎぬ極月わずかに三日を残す
庇いたるギックリ腰は落ち着けど皺寄せのきて膝悲鳴あぐ
逆転の勝利にどよめくブースター隣の人とハグして歓ぶ
生日に賜る黄の花束に元気を貰う六十八歳
晴れわたる空に僅かに赤み帯び三毳の山は春へと向かう
日射し浴び蘇りたる思い出は君と過ごしし若き日の生日
病負い復帰果たせぬ日の続き辞めゆく同僚の挨拶を受く

長梅雨に朝寝決め込む我が顔にカーテンの隙間より朝日射し込む

親にこそ隠したき事あるらしく問いに口籠る幼子の目
眩しきまで白く花咲く卯の花を手折りて光を部屋に持ち込む
咲き揃う木香薔薇のかぐはしさマスクを取りて胸に満たさん
床伝い音響きたり大いなる柱時計の時告げる音
濡れそぼつ庭の片隅に半夏生の白き葉浮かぶ梅雨半ばなり
漸くに雨上がりたる三毳山に小さき青空の広がりてゆく
窓という窓開け放ち風入れる部屋と心の湿り飛ばさん
一株を植えた西瓜に実の付いて収穫予定日の立札を立てる
緊急事態宣言解除され折り込みチラシは日毎に増えゆく
我が庭に住処あるらし青大将の這い行くを見るこの夏三度目
一メートル五十センチはあるなあと目秤をして青大将を眺む
うす紅の花柄のマスクは手作りと姪はスマホの画面に手を振る
漸くにプロ野球の始まりて夫はテレビの前に陣取る
この色がご馳走だねと手作りの紫蘇ジュースの紅きを楽しむ
こ
賑やかに東京の娘とスマホに話すコロナの心配口には出さず
手作りの野菜やジャムを娘に送る会えない心を紛らわすがに

コロナウィルスの脅威に旅行を取り止める最早狂いたる今年のプラン

コロナウイルスにメールで話す日々となるバラの香り友に届けよ

介護なく孫を持たぬ吾なれど仕事のありて心を保つ
紅梅のまだ固けれど白梅は花開きおり香を放ちつつ
あと一缶灯油買おうか迷いたる三月の末に雪は降りたり
手足伸ばし大の字になる清しさよ四月の空を窓越しに見る
仕事帰り二日続きに見る月は大き満月スーパームーン
空の青花の香愛でる春の日を切なく思うコロナウイルスに
靴紐を結び直さんと屈み込み庭の沈丁花の香りに気付く
早緑の色深まれる三毳山の背後に低き入道雲立つ
コンクリートに大きな海亀甲羅干す海を想うかその半眼は
長梅雨にあれ程望んだ青空を恨めしく見上げる旱続きて
猛暑日などなかったあの頃真っ黒になって遊んだ小学生の夏
と

こ

その糸では登るに耐へずいのち運ぶ人の身体の煩悩重し

カミュの「ペスト」堀田善衛の「方丈記私記」いつの日に読みしか褪せて

スーパーで知人に遇ふもマスクして会話もならず手を振り別れぬ

営業を自粛せよとの要請に憲法違反とパチンコ業者は

とどのつまり一人一人が気をこめて生きるほかなしこのコロナ禍を

神流川さのぼり行けば慰霊の園は小雨の中に人影もなし
てんてんと山肌いろどるさくら花スゲノ沢にも墓標に添ふなり
「茜雲」遺族はかたる三十年 老少不定・諸行無常も

パンデミックにダウは上下に狂奔すサーキットブレーカー幾たび作動す

恐れてゐたパンデミックの対応は手洗ひ・マスク・人と交はるな

自治体のありやうひとつ揺さぶりて新型コロナはクラスターになる

オリオンの脇の下から睨みをるか老いたる星のベテルギウスは
不規則な光度の赤色超新星今を果つるも鮮やかなれよ

われの好きなフィクションなり葉室麟歌会に語ればそを詠む人も

白鳥は沼辺のひぢにまみれたり生まれ故郷にはつかなけはひを

苔むすぶさざれ石かこむ柵の辺の古木の梅の白きいちりん
人類が大騒ぎする新型のウイルスは自然の報復なるや
結社誌の一夜の読破は至難なりふた夜にかけて眼を瞬かす
この寒さに何の花粉ぞ眼に鼻に老いて鈍らぬ感度憎めり
リフトの灯つらつら列ね夜もすがら泉が岳は週末にぎはふ

保山候の頌徳碑たかく見上ぐれば冬陽はぬくし菩提寺の庭保山候

妖怪の 「
小豆洗ひ 」はシャキシャキと 「小豆洗ほか人獲つて喰ほか」
新しき注連縄破魔矢達磨さん孫こらと酌む又来る年も
元旦の屠蘇の熱燗身を駆けて立つもそぞろに炬燵におろろ

応援の歌や声援も聞けずして体育館に拍手のみ響く

バスケットのシーズン来たれどコロナ禍にテレビ観戦となる歯痒さ

足長蜂の飛び来て咄嗟に後退る刺されて亡くなりし再従兄弟浮かびて

は

猛暑にもちょっぴり良いことあるらしく猛暑日続きて蚊の姿見ず

不要品の整理が済んだステイホームのおかげと姉は電話をくれる

ニューヨークより疲れましたとメール来る幼な三人との巣籠り生活

木香薔薇の香り入れんと窓開ける少し肌寒き風にあれども
葱坊主かき菜大根春菊と花咲かせおり我が畑なり
花輪作り髪に飾りて日暮まで蓮華畑に遊びし日あり
コロナ自粛に畑に過ごす時間増え茄子やトマトの勢いの良し
顔あわせ愚痴言いながら笑いあう友との時間心の満ちて

音もなくコスモス揺れる夕べには虫の音だんだん高まりてゆく
箱隅の姉様かぶりする母の吾を抱きて笑みいる一葉
白白と光を浴びて庭中に佇みて見上ぐ今宵十五夜
荒草の繁り合うよりまだましと一面紫蘇生うる畑を眺む

町田勝男

74

万之助紅花枯れて床の間に触るればかすかに棘は刺したり
山形の板そばが売りの万之助老いには久さ強き歯ごたへ
老眼鏡百円ショップで 補聴器の三十万円は高すぎないか
補聴器に害ありしとふ耳あかを吸ひ込む耳掻き通販に買ふ
姉逝けば棄教したがに教会へ行かなくなりし兄を愛しむ
剃り跡を確かむる癖すでに無く納棺師の手際に感じ入るなり
嚏して「思ふたびに会へるか」と嘯く君は職人なりし
桟俵投げ上げ落ちる間に飯は食へ君の父言ふ立膝をして
健康寿命は男 女 ＰＰＫは夢のまた夢
何もせぬあなたたちを許さぬと少女は叫ぶ表情を見よ
ガラスケースの蛇は南の縞模様指近づけてもわれを無視せリ
太い網の折に動かぬ青蜥蜴「指を入れるな」誰も入れざり
メモを手に補佐の媼に頷きつ師はみづからのカートを曳きぬ
ゆつたりと天岩戸を開くごとヨガの気流る朝の公園
試合前の雄叫びなりしハカの舞ひ原住民の意気を残して
送りきし現代短歌カレンダー友の名は有りやよひ三月
ヌンカマス繰り返すなと教皇様核持つ国に行つて叫べよ
文明が成熟しても子の虐待幼らの死は増えゆくのみか
72
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コロナ禍のさなかに「富岳」は世界一国民のプライド微かにくすぐる

コロナ禍の工場無音倉庫閉ぢ関越パラパラ燕すいすい
勇ましき進軍ラッパのトランプさん何故だかやさし将軍様には
青光るくちなは一匹われを避け深き穴に落ちじつと見上ぐる
小半時ながめてをれば五メートルの垂直の壁よぢりて登る
生きた蛇目にすることは何年ぶり村境の川辺思ひ出したり
名も知らぬ蛇は美しチロチロと舌気味わろし太古の記憶
花咲けば庭は石竜子の楽園か玉虫色も虹色もゐて
花は妻菜園はわれと分業のちかごろ庭に雑草蔓延る
薔薇よりも牡丹はうるはし馥郁と咲き盛る庭に風はひかりぬ
久に来てブルーベリーに網張れり鵯とわれとの分捕り合戦
ひ
白木蓮曲がり太枝伐り落す陽光を取り戻す小さなのこぎり
草はらとなりし狭庭に三芳より移植のひとつばたごは黄ばめり
十七歳少年の墓標しきみちに酒もたばこも供へてありぬ
仙台発長町過ぎて遠白き大観音にさよならを言ふ
窓際の座席に座る若者の耳にイヤホーン眼はタブレット
雪のこる蔵王のやまはだ幾筋のゲレンデらしや緑色変へて

菜園のキャベツを割ればすかすかとわれのなづきに似てなくもなし

歌会に疫病退散アマビエの菓子を買ひきた友を嬉しぶ
われらよりはるか昔の生命体進化のウイルス地球の地権者
いつの間にマスクは生活必需品ウイズコロナは生物の知恵
眼に見えぬ縄をかけられうつうつと心もがくも変化の予兆
日車の粗草拓くひとところ梅雨の晴れ間を陽に向かひをり
八月の六日九日十五日戦争の記憶身近になる日

セロリーを素手にて摘めば独特の匂いが立ちぬ指の先から
夕飯を待つ人おらねば一区切り片付くまでは終りにならず
刈り後を耕す土くれ追うからす立ち止まっては虫を拾いぬ
会うたびに同じ話をする友に同じ返事をくり返す吾
三月の日差しと言えば頷ける正月七日七草を摘む
暖冬の所為かも知れず豌豆に早すぎる花風にゆれいる
谷間より吹き上げてくる夕風にぴらぴら揺れて干大根乾く
落葉敷く土道いいねと語り合い友が歩ける日を待ちつづく

午後五時のチャイムが鳴れば腰のばし「さあ帰ろうか」膝をたたきぬ

フリスビー追っ掛け走りゲットする犬の一途さ目に焼き付きぬ
一冬を使わぬ鎌に錆がつく刃が光るまで念入りに研ぐ
月一度病院に行くバスのなか急ブレーキに動悸止まらず
ブロッコリーの蕾に付きたる雨粒に朝日が差して七色の玉
住む人の居無くなりたる巡りには片栗が生え新葉が光る
早ばやと渋柿に芽はふき出でてやがて大きな木陰をつくらむ
北あかり男爵に続きメークイン種いも植えて木札に記す

春うらら昨日のように今日も又リハビリを兼ね草とりをする
吾が畑に青々そだつ夏大根指の太さに形できいる
突然の嵐のような春風にあけびの花は忽ち散りぬ
カラスめは頭が良くて悪さする一羽が下見友を呼ぶらし
丸い顔赤いマントを翻すアンパンマンは館の主
両足をふんばって立つダダンダン目を光らせて子供を迎える
田の水の調節をなし明日にも植え始むらし今年の田植え
五月雨にぬれて花咲く犬ふぐり株を太らせ根を深くする

☆

美術館の小道入れば遠いところよく来てくれたと看板迎へぬ
絵を見れば等身大の死者の声地に這ふ老女も赤子の泣き声も
阿鼻叫喚の画面に震ふ死者の声絵を離れてもなづきに刻まる
大戦の思ひ出いつも盂蘭盆会被爆者群像の悲鳴とうめき
死ぬための生命など無し生きる為いのちは有りぬ法師ゼミ鳴く
新聞の朝一番にたしかむるわが住む町の感染者数
寝ねがたき夜半の厨にゴキブリを追ひ詰めたれどわれが転べり
幅広のパンツの裾を細くせよ妻は縫ふなり試着六回
黎明の坂道のぼるわが脚に萩は傾れて秋を謂ふなり

松中賀代
つゆ草は野に咲いてこそ色を増す青紫の小花うつくし
青々と日増しに育つ秋野菜風にふるふる応えくれたり
ね こ
頭をたれて薄日のさせる草に寝て小さい息で永らえる飼猫
一ところ野菜ごと土盛り上がる土竜のしわざ靴先で踏む
ベッドより眺める範囲に花木植え生り木も植える吾れの楽しみ
早朝に干物売る人ベルを押す大きな声が家中ひびく
午前中三回も出る救急車急に冷えこむ朝が危ない
犬ふぐりペンペン草に仏の座畠の隅で冬越しをする
精一杯今日も生きたと大袈裟に大根一つ抜きつつ思う
ことごとく花は末枯れて冬に入り赤く咲きつぐ山茶花の花
雨にぬれ庭に散り敷くさざんかの花弁かさなり色褪せていく
山茶花の赤が賑わう庭に立ち花を楽しみ吾れ一人住む
手の届く低さに鶲とび来ては挨拶のごとぴょこぴょこ辞儀す

明け方の静寂ゆらすホトトギス間近く聞ゆる透き通る声
牛蒡の芽もろもろの芽を齧る虫もう許せないネキリトン撒く
出口なきコロナウイルスに遣り場なき思いそれでも太陽が出る
それ程に曲らなくても良いものをのの字に曲る胡瓜数本
梅の香のただよう厨に気がかりな漬かり具合を確かめる朝
梅漬けが無事に上がれば一夏を病知らずに暮らせると言う
枝移り上に下にと忙しない一羽の雀頭かしげる
雨上りコロナ自粛の解けた日はアンパンマンの館満杯
次々と県外ナンバーの子供連れアンパンマンの人気はつづく
折々に飛びたつ烏つぎは何色づき始むる桃を狙うか
となり家の灯を見れば安堵して家の灯を一つ残せり
わが庭に小さく灯るランタンに大久保さまの歌が重なる
田の水に指をつければ湯のごとしそれでも稲は青く戦げり
あの草をいかに片付け出来るやら三十五度もの高温つづく
降らぬ間に一握りでも草むしり寸暇を惜しみ畑に向かう
読みものを机におけば喉ならし老い猫は直ぐすり寄りてくる
境界も場所さえ知らぬ土地ありき子孫に伝える手立て早無く
われ一人見るには惜しき朝の虹きょう一日の幸先良きや
急行の列車に乗るも四つ目の大杉駅が早も近づく
春さきに数多花さき実を結びやっと育ったキウイ数える
手の中に軽く収まるキウイの実ひとつ一つに表情のあり
夏をすぎ茂れる棚にキウイの実茶褐色の葉かげに垂るる
外出の吾れと察して老い猫は常とは違う顔で甘える
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村上美江
被災地が公園となり初めての祭り囃子に手踊り広がる
穏やかな日和に恵まれおはやしが復興途上の町に響きぬ
新しくコミュニティーのつながりを深めて集ふ移住の人等
もんじ
いまもなほ水門工事の途中にて浸水跡地に支援の文字
サッパリと磨き上げたる窓ガラス冬陽が射して光を返す
心地好き気怠い疲れも愛ほしく休みに甘いみかんを一つ
一年の八十八度を惜しまずにもろうでに抱く笑顔の新米
「どんなかな」未だ会はぬ友大会の受付済ませ探す時来る
ゆ か だ ん
生成り色真白の壁より落ち着いて床暖房もあり友の新居は
一人して母に話さむと友は行くりんだう抱へて墓前に報告
距離をおき座りなほして俯いて何があつたのあなたの心
ひと節の指より小さき折り目あり広げ読みゆく文庫本の歌
レイテ島慰霊巡拝にいとこ等は叔父の眠れる異国の地に立つ
レイテ島に野球選手の伯父眠るキャッチボールを無性にしたし
語り継ぐ思ひも新たにレイテ島慰霊巡拝に飽食を自問す
百年に満たない年月一生にも満たない過去は戦争の過去
チャンネルを替へても続くこの話題収束なるかコロナウイルス
楽しみを奪はれ静かファミレスの前を横目で見る駐車場
小学生の頃に歌ひし合唱曲六十年過ぎて楽譜取り寄す
古稀の席きつと唄へる合唱曲コロナよ収まれ笑顔戻れよ
白菊や竹明かりなど震災の暗闇照らす色の力は
年末に届きしポットアマリリス春の楽しみ大輪の花

山本貞子

同じ立場にあらねば真意は伝はらずサッシをすべる雨を見てゐつ

細首の瓶の水仙二つ咲き寄れば心の疲れうすらぐ
座席の人立ちゐる人も手にスマホ参考書読む学生目立つ
プランターの去年の小菊黄の冴えて部屋内飾り墓も華やぐ
鳴き競ふ雀の声に見る時計起きるに早く二度寝は出来ず
ひとりでも結婚記念日は忘られず酒のめぬ夫に甘味も添へぬ
バス停に白き錠剤落ちて居り心臓薬でなければと思ふ
赤信号にバスの運転士マスク下げ洟をかみて飴を口にす
五本目の採血見つつ補へる食事の回数栄養思ふ
ベランダにすつと並み立つ水仙に自づと腰を伸ばしてゐたり
ベランダの吾に寄り来る白き蝶どなたの化身彼岸の近し
バス停に錠剤落ちゐて心臓病み薬はなせぬ友を思ひつ
掲示板にて吾が友の死を見たと言ふ弟の知らせに受話器を落す
しみじみと歳思ふなく八十代最後の年となりてしまひぬ
十余年入院に縁なき幸思ひ古き糠漬時かけ刻む
雨あがり長き垣根のさざん花の朝日に光るを振り返り見ぬ
冬雷誌の赤羽様のなつかしや板に付きたる司会忘れず
マンションの紅白梅の空に映え見上げる人らの顔のやさしも
糠床に春よと声かけ丁寧に掻き混ぜかぶの大小埋めつ
片足上げ食器洗ふもストレッチやりたい事の出来る独り居
ギザギザの葉のタンポポが早も咲く外来種の花は葉が異なれり
亡き父を慕ふ眼をして語る子に法事の後の心はなごむ

ぐんぐんと毎日伸びゆくアマリリス百合に似てゐる花を待ちをり

黄緑の花茎の伸びの鈍くなり日々通る度われは確かむ

たゆ

花の茎二尺となりぬ先つぽにふつくらとして四つの莟
音も無く開ける赤き六弁はすぢを持ちをりアマリリスの花
アマリリスアメリカアフリカ原産の熱情を燃やせ赤き大輪
ひとひら
エアコンの室外機のうへ一片の雪は今年の色を残せり
全地球に新型コロナウイルスは人と人との距離を知らしむ
目に見えぬコロナの感染全世界小さな悪魔は大きな魔王
会ふ人の目と声のみのマスク顔アルコールにて両手を擦る
市議選に混み合ふ時間避け行けば消毒済のペンを渡さる
コロナにて弛しき思ひに満たされてスクワット五回ゆつくりと行なふ

次次と集ひ中止になりにけり新型コロナは心蝕む
ゼロ
東京より 「マスク送る 」とメールあり感染者０の岩手に居ても
「古稀祝」一旦白紙に戻ししとコロナに三度目の案内状なり
あはひ
一回り大きく見ゆる新緑の山の間に藤さらさらと
愛ほしむ右手に伴ふ姪の手は道辺に咲けるたんぽぽを摘む
「ありがたう」姪の手にあるたんぽぽの渡され花弁の黄色が光る

「お帰り」と無言の娘を迎へ待つ夜中の座敷に立ち尽くす義父母

たんたんと作業を進める葬儀社の無言の仕事に心静めむ
踞り校庭に伏し泣き崩るる高校球児大会中止に
障害のある子供達コロナ禍を理解できずに変へぬルーティーン
暫くは病院にかからず過ごしきて受付外来に少し戸惑ふ
検査室の半袖の技師はハキハキとゆつくり合はす弱気の私に
一日を病院内で過ごしをり開けたる窓より秋風渡る

原田さんです電話の声にハイハイと濡れ手拭きつつ小走りに寄る

コロナコロナの明け暮れなれど吾が身のみ守れば足りる有難さかな

万札を数へつつ向きを揃へゐる郵便局員の手早き仕草
やせる本はすぐに見つかる太りたく四十瓩を目指す日びなり
ちちはは
父母に義父母や夫と暮し来て長き年月独り思ふ夜
外燈の照らす夜道に降る小雨光の幅にゆるやかに落つ
キウイの黄の花意外に大きくて首の疲るるまで見回しぬ
常に来し浅蜊売りの幻の声の聞こゆる初夏の早朝
敗戦の時思ひ出す夾竹桃何十年経ても其の日の浮かぶ
道に早ばや朝顔目立つを見つつ思ふ無難な人生選びて来たり
やせたるを気にせず好物食べよとて子より食品栄養剤届く
夜半覚めて本降りの雨はじきつつ車の走り去る音聞こゆ
高層の建物出でて登りたる月は片側おぼろになりて
枝ごとに並ぶ大小のミニトマト時どきページ押さへて見上ぐ
見も知らぬ人なれどコロナ菌の話は続くバスに乗るまで
づ
行き違ふバスの運転手ら頭を下げぬ客に無縁の二三秒間
若さとはかくの如きか長ながとスマホを見ゐて面上げぬ人
手をつなぎ歩く若きら見つつ思ふ吾らに無かりし羨しきひとつ
夫逝きて二十五年急逝なれば稀に旅より帰る気のする
エレベーターを頼らず六階まで上り独り暮しの体調計る
西船行きの電車に昼を乗る蝶も行きたきところありやと見上ぐ
十万円振り込み決定のハガキ受け自づと優しさ湧きくる思ひ
自転車の荷台に乗りゐる幼児の背なの夕日も共に遠のく
地下鉄の電車に帽子は張りつきて行つてしまひぬ空間見つむ
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思ひ出す糠床の手入れをしたる吾子の手を確かめてよりデートに行かす

長生きをする良し悪しのわからねど食事よく噛み歩くを好む
秋空の青極まりて晴るる日も都内のコロナの患者は三桁
握力の乏しさ意識し鍋ふらず煮しめの中を時どき混ぜる
花とすぐ下の葉の間隔の短い程丈夫と菊の選び方読む
づ
頭の血腫低血圧が幸ひし大きくならぬと医師の診断
診察待つ夫が妻を幾たびも労る言葉やさしく聞こゆ
バス待つ間老いも若きも皆スマホ吾はひたすら作歌続けぬ

官軍の屯所となりたるわが生家弟の代に建てかへられつ
われの死はちよつと先かとまた思ひ木星仰ぐひとりであふぐ

吉田睦子
この鉢に伸びたる草は花の様去年の種子が落ち居たるらし
吾が家より遠き山並眺むれば今年は紅葉少し淋しき
晴れた日に夫の車で散策す干柿作りの苗加を行かむ
降雪のなき正月は有難く晴れたる庭を清しく眺む
雪の無き今年の正月は珍しく他県に居るかの様な心地す
晴れた日に向かひの高山頂きはうつすら白し雪らしき有り
雨上り赤き山茶花咲きまさる夕日に映えて光り輝く
久しぶり陽の差す立山連峰は白く光りて見事な輝き
西空に未だ夜明けぬ晩き空そこのみ明るく月沈みゆく
寒の内雪なき年は珍しく足場の良きを感謝してをり
海岸の道に求めたる水仙は玄関先に豊かに匂ふ
降雪の無くて鉢等は其のままに大きく育ち開花の楽しみ
お互に頼り合ひ来たる月日にも年と共に我がまま出でたり
老後吾れ雨降るひと日家中にて友等の歌読み楽しく過ごす

ミニといふ名をつけられたる水仙がことしも芽ぶく狭きヴェランダに

川岸の白きたんぽぽ二、三本花瓶に挿して若きを偲ぶ
年寄りは家中に居る様言はれゐて私の好むジグソーパズルす
そよ風に髪をゆらせる春陽なか思ひ出遥か若き日偲ぶ
庭隅にひつそり芽吹くぜんまいを今日の煮物の一品とせり
早朝のトラクターの音に目覚めたり卒寿の近き吾懐かしき
期末より請負人ら田植ゑせり夫と植ゑし昔懐かし
夕暮れに飛び行く多くの鴉あり山へ帰ると思ひ致すに
道路脇一直線の電線に黒々休む幾百羽とも
昨年暮れ剪定されたる樫の樹の発芽の遅れに心いためる
六月末庭一ぱいの繁り葉は風にふさふさ音立てさやぐ
幾年か前までどんぐり落ちたのに此の頃一度も見た事のなし
どんぐりをほしいと来たる近所の子あげる事なく断るつらさ
梅雨時に暑いからと戸を明ける老の吾れには一寸無理らし
長き梅雨八月始め明ける庭何処も干し物並みたるが見ゆ
吾が周辺皆早生作りの請け負ひ田二十日頃より騒音響く
八月は晴天続きにめぐまれて日々に刈り田の並みたる清し
梅雨時より幽かに鳴き居たる油蟬早くもみんみん蟬の声聞く
真夏でも寒さを感ず夜半の床頂く毛布を羽織る事あり
眺むれば山並み霞み川辺には小さき花草雨を待ちをり
時どき通り雨降る初秋の庭散歩に出るも一寸戸惑ふ

とある店の鋤焼き弁当食べなどし過ぎてゆくなり九十八歳は

まあいいか腹などたてるななど言ひて独り暮らしのひるげ支度す

百年の形躰たもつ望みなど持たざる吾が九十九となる
行きあたりばつたり生きてゐる吾が何故か驚く今朝の寝坊を

文字書くにその都度ひきてゐる棚の辞書につきをりわれの手垢は

生まるればみんな死ぬのよさうなのよ独りごといふ婆なるわれは

鷲司法子

その顔はすぐに浮かべどその名前ちよつと出でこぬこの頃のわれ

順不同で人らみまかるまつすぐに閻魔のもとに行かむかわれは

ああわたくしきのふ洗濯したわよね独りごと言ひ部屋をゆききす

こひぶみと思ひうけたる幾つかの俳句の残るわれの抽斗
夕づきて真上に来たる八日月あの世の母と共に見てゐる
世を去る日どうやら見ゆる歳となりひとりぐらしの夕飯つくる
をさなどき豊後にをりて覚えたる町の名なぜか秩父と川越

味噌部屋といふものありしわが生家そこを離れつ八十年まへ
家もたぬわれにものいふ妹が母親ちがひといふに救はる
さる国の眼鏡かけたる大統領なにかと言ひてさらにまた言ふ
考への無きまままづしく暮らしゐて百歳近くなりたりわれは
もうすぐに九十九となるうつせみのわが指先の爪のびてをり

ある折りにはげましくれし人なりき北京よりの帰国新聞にて知る

紀元節と人は言はなくなりをれど二月十一日はやはり紀元節

祖母よりは地獄を聞かされ伯母よりは極楽ききぬ五歳のわれは

ひとつ星はるかな西にゆきてをりあと追ふ月はメタセコイアのうへ

生まるればやがて死にゆく天然はやはりおもしろ今夜たのしむ

生きられるだけ生きませうさうしませうなどひとりごつ布団敷きつつ

まああなた怠け者ねえほんたうにね独り言ふ吾は吾にむかひて

さるひとがなにゆゑわれを誘ひしかわからぬままのマルセル・マルソーの会

京地唄弾かむと思ひ張り替へればすぐに破れつ三絃の皮
引越しをして過ぎゆける十餘年たてかけたるままの箏と三弦

夫といふ人のゐたるは遠き過去ときどき思ひときどきわらふ
あのひとはやはりあの人われは吾けふは半日独りごといふ
ああ面倒ほんに面倒と言ひながらわれは数への百歳となる
まぬけとふやまとことばはわれゆゑに作られたりやと思ひたりする

あらけふは何日だつけと独りごちまた壁に張るカレンダーを見る

あることを思ひはじめて寝そびれてつづまり起きぬビール飲まむと

朝刊をななめ読みして然ればと今日の日のさす布団を出でつ

ステップワンステップツウとせよといふその具躰はなに都知事の疫病対策

あらあらまあ東京アラートとは何のこと都知事言ふゆゑひく外国語辞書

片仮名語しばしば使ふさる知事が今日は口紅ひかずものいふ

独り居もながくなりたりクレムリンの絵柄の匙を使ひたりして

いつのころか怠けが好きになりなれていまだ生きをり百歳近し

産まれたからいまだ生きをりまあ元気ひるねさめたるわが独りごと
アンデスの山べに塩がわくといふこの世には知らぬことばかりある

うつりゆく人の心を知りたるはまだ若きころ白髪なきころ

久びさにきんぴらごばう作りたり何やら今日は楽しくなりて

罪深きをみなとある人言ふならむかく思ひつつまだ生きてをり

火力発電多きわが国ああまぶしかかる電飾ご遠慮下され
毛沢東生きてゐるころ読みにけるかの矛盾論まだ棚にあり
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スマホとは何語か知らねど人びとがしばに言ふゆゑ知らねばならぬか

片仮名語にはかに多くなりたりし新聞を読む為方なく読む
選挙戦後半に入りカタカナ語すくなくなりぬ某候補者は
朝食は精進ものにて育ちたるおのれの健康おもふことあり
家事不得手しからばなにが得手なりやみづから問へば応へられずも

不良少女にはなれざりしわれ婆となり新聞読みてひとりごといふ

はばかりにゆく回数ふえしゆゑ数字にせむとノート開きぬ
つねづねの朝は精進食なりし生家こほしも八十餘年過ぐ
朝あさに食ぶるももハム続けつつ百歳ちかくなりたりわれは
ああわれは九十九歳八箇月母の命日忘れずにゐる

こつそりの独り暮らしに気付かざるコロナウイルスドアあけ来ずも

紺ちやんと呼びゐし友がゆゑありてとある国より帰り来たりぬ

さるひとがつまらぬ花と言ひたりしベゴニヤ咲けりネバ川ぞひに

七月の終はりゆくけふ突として今年はじめてみんみん鳴きつ
ゴーゴリはきつとこの道あゆみつと思ひて歩くネバの川沿ひ
河東節より山田の箏に移されしわが弾く三番叟テープに残る
みせばやの花が咲きたりあの世より歌を作れと友がいふごと
永劫といふことばをば作りたる人あり突然思ふその人誰かと
家事下手なわれが朝あさ胡瓜などきざみて九十九歳まだ生きてゐる

しばしばも出で来ぬ名詞多くなる今日はロシアの夏の宮殿
ぼんやりとまたうろうろに生意気をこきまぜ生きをり吾といふもの

☆

作品二

あれこれのありて独りで住むわれに米わけくれし人のありたり
本当は面倒なのよ長生きはねなどひとりごつ湯船につかり
ながいきをさほど望みてをらぬ吾をかしやをかし百歳近し

二〇二〇年

伊澤直子

みなとみらいオランジュリーのコレクションやわらかき印象派の数数見入る

台風の置き土産なる北風にあおき杏の枝えだ揺れる
待ち待ちし野紺菊の開きたり夏の猛暑をよく耐え抜いて
紅葉に少し早目と思いしがケーブルカーは長蛇の列なす
リフト降り山頂までも続く道紅色黄色色づき始む
女坂より薬王院に至る道遠く都心のビル群眺む
乾通りのもみじの紅はくすみがち天候不順を正直に映す
雷門仲見世人の繋がりて店を覗くも人分けてゆく
浅草の新仲見世はなつかしき時代の品売る店の多くあり
気の重い病院通いも植込みの山茶花の紅に心和らぐ
正月に着信番号なつかしき電話のありて岩上様の声
昼食はミュージアムカフェのサンドイッチス モークサーモンたっぷりとレタス

ミュージアムカフェは白で調えられ大き窓より見ゆ広き中庭
小学生の発想自由におおらかで作品展に時間を忘れる
過ぎし日の都電の軌道と石畳お茶の水橋の工事に見ゆる
若き日は縦横都電の走りいて角筈十一番で銀座に行きし
コロナ禍のニュース横目で見ておれば初夏の庭に紋白蝶飛ぶ
木もれ日と緑の風の公園は自粛疲れを癒してくれる

月の光きよければわが国も唐も照らすと良寛詠みつ

冷房を点ければ少しのカビ臭のありてクリーニングを業者に頼む

杉並に感染者数の多くなり外の空気を吸うのも怖い
花好きの隣人大正生まれにて施設に移り今は空き家
近所よりもらいたるとて山程の青梅持ちて娘は来たる
梅の実を孫らと三人でヘタを取りシロップ漬けにす甜菜糖で
雲の中見え隠れして飛行機は霧をまといているごとくゆく
曇天の中にもくもく白き雲つややかにしてクリームのよう
夏至過ぎて日差しは真夏のようになり日陰探して並木道ゆく
重症化のリスク恐ろしなかなかに自粛緩める勇気を持たず
赤ちゃんの頭ほどあるうす紅の芙蓉数株並んで咲きぬ
長梅雨の晴れ間に狭庭のみどり立ちいつもは不要な草も輝く
無症状から感染するとも聞きおりて業者が家に入るは怖い
ウイルスとカビのリスクとどちらとも決めかね困る高齢なれば
青空と入道雲と黒雲の同居しており雨の待たれる
かなとこ
猛暑日の夕の空にはめずらしき雲あり鉄床雲と初めて知りぬ
藪枯らしはびこる前に取り去れば烏瓜の蔓そこここ伝う
台風の去りて繁れる庭に立てば下弦の薄月朝空にあり
紫蘇の花終わりて実になり太りゆく朝な朝なに摘み頃を見る
紫蘇の実の若き穂摘み取り天ぷらに揚げれば秋の香のする食事
明け方の気温下がりて窓からの日の温もりの気持よき朝

稲津孝子
佛壇に供ふる庭の初なりの柿より出でてくる亀蟲が
購読の雑誌入荷の受話器おく寝てゐる夫の枕の横に
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起こすこと位ならできるとぞ息子の泊まりてくれぬ休みの日には

長く病む夫と過ごしゐる我を励まし電話で子が言ふ大丈夫
黄櫨染御袍の装束に身を包む陛下の頭右に傾く
朝の道未だ咲きつぐ黄烏瓜レースを広ぐる如き白き花
帰りくるその日を永く永く待ち来たれる娘はもう明日帰る
霜月の二十日を過ぎて暮れ早くはやく雨戸を閉むる夕べは
植木屋の刈りて見通しよき庭の温州蜜柑の盗られてしまふ
出張の息子の土産呆けぬため胡瓜の形の祈りの根付
しつかりと立ち直る我を見とどくるまではと夫の思ひをれりや
荷造りの茶色の紙で作る封筒にて手紙くれにき明治の祖父は
インターネットに繋がる電話機の取り外しそんな事無理と来てもらふなり

正月に来たれる孫がおぢいちやんは風邪引いたのかとしばしば覗く

糠漬を甕に作りてゐし母を糠床の匂ひと娘言ふ
送りくる娘のお節の黒豆のやはらかし煮方われの教へて
二十×二十のコクヨの原稿用紙要らなくなりぬ高嶺社よああ
あす知れぬ夫を家に連れ帰りきて初めて朝寐したりぬ今朝は
湯に入りて曲げ伸ばしせり痛みつつ異常あらずと言はれたる膝
眉間に皺寄せてゐるとぞ言ひてくる夫の喉に痰の溜まりて
探し物またしてをりと我のこと寝ぬる夫が言ひたりといふ
阿蘇の山みゆる肥後のくに山鹿にて友の作れる白米を食ふ
彼岸にておはぎを作る手伝へる者なし数へて食ふ者も無し
健やかにて母と行きにし美術館紅白梅図展示の二月
いつの日や母が頭で逆立ちをしてみせくれつ壁に向かひて
二百年前小門を歩きしシーボルト水仙ツバキの花見たりしや

勝負飯といひ食したるといふ昼は友作りたる自慢のうどん

井上菅子
校正の帰りの道を迷ひにき変電所の路地行きつ戻りつ
十時まで朝霧晴れぬうやむやの景を南蛮買ひに走りぬ
葬儀のこと結社の行く末亡き後を整へゐたり三月病む間に
賞のため歌は詠まぬといふ意見合ひて姉妹のやうに慕ひき
秋晴れの空の白雲今頃はあの雲の上送葬終へて
散骨にて再び夫に戻らむか海を見下ろす物見峠に
透明なコップ模様のあるグラスこはれ易きを耀かせ売る
千四百年生きて巨木と言はるるが杉よ延命措置は望みか
てんばうのことばを今は使はぬが野口英世の生家のゐろり
華麗なる時を偲ばす有栖川宮家の別荘屋根に苔むす
古紙回収の若者贔屓の歌手に似る苦労の末は花よ開けよ
それぞれに悲しみありし墓碑群に冬の夕日は影をつくらず
葉の落ちて透ける樹間にりんごの精見え難きもの追ふも晩秋
榧の群生見てゐる寺の裏山に北限といふ響きが寒し
復興のゆりあげ港の朝市に煙をあげて魚貝類焼く
追へども追へども捉へきれないかげろふに疲れて朝の夢は覚む
いつか眠りに落ちゆくことを真夜二時の眠れぬ頭考へてゐる
いづこより立ち上がりくる葉の緑風呂の出窓の冬のゼラニウム
上杉景勝着用したる甲冑の眼孔の闇誰か測れる
こちらから向かうの見ゆるマンションの四階の窓津波風化してゐず

津波引くときに攫はれゆきしとふあの日の店に海鮮丼食ぶ

難病のアミロイドーシスとふ足むくみ水を欲りつつ逝きにき姉は

朝七時病の夫に貼る薬脛の黒子を目印にして
東の空に棚引く朝の雲三層にして下辺の茜
孫のため長生きせねばと病弱の姑電話に話してをりき
揚羽きて紋白の舞ふ庭のうへ蜜柑の花の匂へる五月
草を抜きて庭に屈めば近づきて蛇が来るよと言ひてゆく老
免疫力ひくき夫に怖きもの新型コロナ誤嚥の肺炎
牛乳のパックで作る幼の機の両の翼に日の丸のあり
日の光浴びむと庭の紫陽花の下の地獄の釜の蓋に屈めり
探し物探し探して見つからぬ夢より覚めつまた眠りたり
三年目の鉢に咲きたる装飾花の今年の小さな紫の色
獣医への夢語られしとふ皇后さま蚕に桑の葉与へ給へり
夜になりて家の柱の軋む音恐れてをりにき独り住む母
痰を取る病まふ夫の眼尻に涙たまりて流るる事なし
母のもの短く詰めて病む夫の着てゐる裾の菖蒲の模様
豫報通り晴れたる空に太陽が欠け始めたり下より黒く
夏になれば斑猫幾つも飛びてゐる社のありて行かむ今年は
寐ぬるまへ揺する梅の實漬くる瓶の色づきてきぬ琥珀の色に
家庭科でパジャマを作りたる孫の水玉模様のマスクが届く
八十三まではと言ひてゐし義父の齢を越えぬ病まふ夫は
登校の児童がフェンスに寄りてきて庭の蜘蛛の巣教へてくれつ
電話の向かうで娘の指示する息づかひに苦しき夫の息静もりつ
早くより蟬なき始めこの年の梅雨といふ雨ふる昨日今日
撥ねられたる子猫埋むる木の下の土の窪みに雨ふりてきつ

物欲はまだ捨てられず見るだけのバッグのカタログまた広げゐる

五箇月後に営業再開せしといふ店の主人の目に笑ひ無し
何を見て何を聞きても一時の旅人われは言葉慎め
防護柵こはれたるまま九年を経しか岬の散策の径
数万の命を吞みし鎮魂か懺悔か凪の紺碧の海
目測に測れぬ高さの防潮堤未来も今も波を超さすな
椿まつりにことさら赤き椿苗大船渡に買ふ来む春咲けよ
復興後の道路をナビは知らなくてなかなか乗れぬ三陸道に
中国の旅取り止めて慎ましく二月の厨に餃子を包む
一つづつ小さき事を片付けて籠る冬日の太き昆布巻
膨らめ膨らめ呪文をかけて寒中の水に浸せり紫花豆
ビーバーが両手に雪を捧げ持ち巣へ運ぶとふ小森山動物園
必ずや心澄みにし人の廟円通院の締まれる空気
桜のとき紅葉のときまた来なむ誰にともなく約して帰る
黒川能に品良く熱燗飲みながら馬場先生をりき三十余年前
廃業のスーパーの窓事務室と覚しきあたりの赤きシクラメン
雪の下に冬越すキャベツ甘きゆゑ蒸して食べよと友は呉れたり
少女の日家業の倒産見てきたる友の情濃き由縁はここに
高級魚ののどぐろの顔率直に言へばひようきん大いに逆歯
底浅き歌詠み己甘やかす雪無き冬の弛みここにも
スキー場ガイド桜回廊花だより隣り合ふ記事斜め読みする
洗濯かご昨日と同じ場所にある外出自粛の目の行き処
町内費集金告ぐる回覧板雨を理由に二日泊めたり
いつの世の媼の蓬髪一冬を越したる蒲の穂絮の乱れ
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大沢在昌に憑かれて家事をサボりつつ読み耽りゐる『魔女の封印』

山岳道路の下りの道を夢に見て下りても下りてもヘアピンカーブ

二十年飼はれて白魚となる金魚恨めしき目で私を見るな
西洋の花は逞し炎天を直立にたつ赤のガザニア
遊郭の面影探し一般の住宅街の早朝歩く
コロナ禍に修学旅行取り止めを嘆く親あり戦時下思へ
郵便ですと言ふ人何も言はぬ人どちらも大事な便り届けて
何も前に進まぬ今日は癖強く油濃きもの切に食べたし

ひと ひ

台風であふれるダム湖崩れる山癒されし大河も暴れて恐ろし
百年に一度の大雨手加減なし次々と台風は同じ地域へ

植松千恵子

朝の日を掌に受けよと言ふを信じて今朝も庭に椅子出す
花のなき庭に揚羽の飛びて来て暫く探し諦めて去る
切らむとする凌霄花に小き莟見つけて今日は鋏をしまふ
名を知らぬ蟲の音かすかに響く夜秋はそこ迄来てゐる気配
夏布團かたに引き寄せ眠り待つ先週の暑さ早忘れつつ

「掬水月在手」の軸を垂らして月を待つ団子は先に食べて終へり

何年も花つけざりしあぢさゐに莟みつけて数へて四つ
朝長袖ひるは半袖夜になれば又長袖と着替へる日つづく
九時になる前に画面を開き待つ息子のテレワーク今も続けり
日ごと増ゆるコロナ感染の人数になすすべのなし案じつつ籠る
帯状疱疹といふに取りつかれ痛みの中で歌考ふる
カリエスの痛みに耐へて歌詠みて俳句作りし子規を思へり
凌霄花早く咲きゐて梅雨あけぬままに緑一色となる塀
久久にお茶の仲間の集まりて間をあけて坐る客席
欲しがりません勝つ迄はを信じて励みき竹槍訓練
敗戦の日の近づけば戦争の記事とテレヴィの画面が増ゆる
収束の見えぬ毎日感染者の数に不安の重なりてゆく
コロナのため人居ぬ砂にござ敷きて波の音きき微睡みてをり
手作りのマスク数数いただきて今日はどれにと迷ふひととき
毎日の厳しい暑さに何事もする気のなくてクーラーに浸る

雨の粒のせ開く侘助に日のさしくれば光るその露
蟲に莟食ひつくされて残りゐるひとつ二つが開く山茶花

助詞ひとつ決められぬまま夜の更けて諦めて枕の明かりを消しぬ

係累に癌やみし者のゐず安心してゐし次男の膀胱癌
麻酔より覚めても痛みの来ぬ息子「今夜は痛むよ覚悟をしてね」
出番待つ椿の莟目に見えぬほどにふくらみ霜月に入る
炉を開くことも年どし時かかり灰を篩ふを途中で休む

食欲を失くせる子に買ふ好きな「あこう」少しからめに煮てゐる夕べ

酔芙蓉あさは日に照り夜来れば赤くしぼみて一日の命
莟みな朝日に向きて開き初め夕べに赤く閉づる一日
酔芙蓉さかりとなりて足許の秋明菊はひそやかに咲く
知らぬ間に花をかかぐる水引草踏みてはならじ鉢を探せり
この年は匂はぬ木犀足らぬのは肥料か水か問ひつつ見をり
主のためにわが子を殺す物語いまは虐待で殺す世となる

井上法子

物を増やさぬこと信条の明け暮れに多肉植物また増えてゐる

ジャムパンは懐しき味買ひ物に一つ加へて今日の荷軽し
寡黙なる北の商人この年の不出来の昆布も言ひ訳けをせず
年々に紫淡き紫木蓮樹木も老いて色の衰ふ
好胤和上二十三回忌コロナ終息願ふ写経の無の字を濃くす
薔薇の模様の寝具を買ひしデパートの華やかなりし廃業の前
県知事は私を知らぬが私は山形訛の美栄子ちやんが好き
浪花節的戦後を生きて来し君が浪花節的歌採らざりき
不具合は今日股関節鉢植の三鉢を植ゑ替へしたる代償
冬を越すジャガ芋の芽を抉り取り最後の四個でポテサラ作る
骨に添ひ手羽先切り裂く容赦なき食物連鎖ぞ許されたまへ
今朝揚がる烏賊たちまちに開かれて潮風に乾く鼠ヶ関漁港
胸のノートの白紙の側に消しゴムを備へて始むる今日の営み
お持ち帰りをテイクアウトと言ひ換へて母国語はいづれいづこ行 くらむ

手紙などおそらく書きしことのなき若者より買ふ種々の切手を

四季咲きと知らずに買ひしむらやまといふ名の薔薇が赤くほころぶ

おそらくは開墾地なりけむ置賜盆地見下ろす丘の農業ハウス
三割引きに三組買ひたる夏の服眼科内科の他行く所無し
古くさしと言はれつつわれは金鳥の蚊取燻して浸る郷愁
いかなる事態告げゐむ激しき点滅を繰り返しゐる留守番電話
納豆屋クリーニング店早朝より仕事のにほひ立たす街角
店を閉づる手芸品店朝顔を日除けに咲かせ平穏ならむ
不自由か自由かと考ふる葛の若蔓支へなく揺れ
花火見てゐる麒麟の絵ある八月の暦も残り三日となりぬ

南から北まで広がるコロナウイルス止める手立てもなく手を洗ふのみ

あら玉の令和二年の夫の墓息子二人と手合はす幸ひ
常よりも暖かき日に遅咲きの椿も一度に花開きたり
助けられ無事に終へたる初釜の「子」の香合を最後としまふ
八十八となる祝の初釜を終へたる後の何もせぬ日日
暫くは声きかぬ友電話して三日前に逝きしを知りぬ
常よりも今年は十日早く咲く沈丁花の香り窓に広がる
三月とは思へぬ温き日の続き貝母は細き首のばしをり
枝のみとなりて広がる間より青き空見ゆ今日は立春
楽しみて待ちゐる相撲の大阪場所早く収束して欲しコロナウイルス
桜見たしと思へどコロナに止められて病院行きのタクシーより見る

どの局もコロナの広がり話しをり列島汚染は国難といふ

「これから会議」と戸を閉める子のテレワークいつ迄続くコロナウイルス

外出自粛と言はれ籠る他になし冬眠してゐる亀と話せり
時期くれば必ず掛くる梅のうた完石山人の印のなつかし
ひねもす
テレワークと言ひて終日機器に向く子のため作る朝と昼晩
通はずに楽だと九時には機器の前メールの波に子は返しをり
どこへ出ることもなくて籠る我仕事のために部屋に籠る子
暖かき海辺で竿を持つ息子癌を暫く忘るる時間
「冬雷」の届けば畳む洗濯物途中で止めて先づ開きたり
母の日にくれし百合の香広がりてコロナを暫し忘るる時間
歌ありて嬉し「冬雷」読む時は暫くコロナ頭より去る
高齢者に持病のあればウイルスに抵抗出来ぬと言はるる我は
そと で
もうあまり外出の出来ぬわれのひざ外出自粛は苦痛ではなし
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買ひ置きの葉書に切手を貼り足しぬ七円の記憶うつすらとあり
こ

午後二時に眠れなくなると思ひつつ味を比べるドリップコーヒー

我が家は一反六畝の田んぼなり大規模農家が苗を分け呉る
クローバーの花冠を幼な子に優しき笑みに我も癒さる
冬の間に芽ぶく準備をしてゐたか柿の木の枝に新芽次々
こんもりと水色小花の集合体鞠重たげにあぢさゐの花
ホーホケキョ初夏の林道甲高く鳴き声聞くも姿は見えず

報道後やつと届きたるアベマスクこのマスク誰もしてゐない気が

間違ひにばつてんつけないで真剣にお願ひされき教職の頃

クラスター、ソーシャルディスタンスすぐには英語を国語に出来ぬ

コロナ禍に県も国境もまたげないどこにでも行けた日々がなつかし

あちこちで人のが気になる柄マスク少し前ならマスクは白のみ

もう少し品格を持つてアメリカに温暖化阻止のリーダーになつて欲し

コーヒーをごくごく飲んで平気な娘不眠に悩む夫は口にせず
菊花展よくぞたくさん咲きたると育てたる人の苦労を思ふ
競争心老いにもありて夫は言ふあいつに書けて書けぬ漢字あり
教皇を捉へた写真妹を背負ふ少年に吸ひ寄せらるる
待ちに待つたローマ教皇をパパ様と称へ涙す隠れの人々
箒持ち近所集まり宮掃除新年迎ふ準備調ふ
十二時に地元神社へ初詣いつもは人無く今宵は列なす

梅雨明けに朝からうなる蝉時雨短き命を燃やしつくすか
中尊寺金色堂を拝みたくはるばると来た平泉まで

三密を皆思ふのかがら空きの温泉旅館で露天風呂一人
幼な孫茅の輪くぐりを共にしてコロナの終はりと健康願ふ

なるほど平成令和を縮めて平和といふ人のありさうありたし
取れたての白菜ザクザク今夜鍋使ひ切るまで続く鍋料理
食堂の食券売機や精算機でお金の入れ場所にとまどふ私
無観客の相撲に伝はる緊張感声援なくも力が入る
炎鵬のくるくる回る立回り小さき体に驚く技あり
遠野 ではレンタサイクルでぐるつと回る河童 やおしらさま民話を楽しむ

☆

手術まで風邪ひかぬやうマスクしてインフルエンザの豫防注射す

丈低く大きな蕾を付けてゐる高砂百合に驢馬を思ひつ
ふくよかににほやかに咲くこの萩はだるま萩なり吾も育てき
あつけなく手術となりて日の決まる俯く道に木犀かをる
駅までの中間にある勾配になほ汗にじむ十月はじめ
躓きて何とか踏ん張るうしろより笑ふ声する振り向かずゆく
帰りみち二度つまづきて三度目のなきやう歩く歌ころがして
閉鎖花のはぜたる株に返り咲く路傍のすみれに声をかけたり
皮むきの単に易きをよしとして棚より選ぶメークインを
払ひても払ひてもなほくる実蝿読む「冬雷」の行間あるく
しまひ場所またも忘れて捜しをり栗鼠のことなど思ひ浮かびて
けふの靴帰りは道に脱ぎ捨てたしかかとの高き若き日の靴
耳当てをしてＭＲＩの撮影中力を抜けば眠くなりたり

青空に綿毛がふわふわ飛んでいる風に吹かれて何処まで行くの
陽の出れば暑い暑いと汗をかき陽の沈めば温き鍋物を食ふ
台風が塩風をはこびきて花水木の実は赤く葉は枯れており

卯嶋貴子

ブランドのハンドバッグももう要らぬレジ袋なくエコバッグ持つ

凍てついた土をつき上げチューリップの芽次に春待つ竹の子じやが芋

恐ろしきパンデミックやクラスター人智を越えてウイルスは飛ぶ

今日も又九十五歳が畑に居る耕し種蒔きいつもの営み

朝早く声を限りに法師蟬虫も負けじと共演してをり
秋暑し最高気温を調べれば三十度超えがまだまだ続く
今日もまた蟻の行進先頭の目的はどこかわからざる列

痛む足引きずり医者へ原因は長年の腰変形のため
ステイホームコロナ対策引き受けてストレッチ精出し外食封印
孫たちは一斉休校また休校もて余す時間考へて欲し
連休はどう過ごすかと楽しみにそんな時もあつた今年は我慢
一つ咲いた満開になつた若葉出た一人花見で心なぐさむ
田植ゑ苗立枯病といふ菌に犯され全滅何といふこと

寒さ来て黄に色づける柿の葉は赤い実目立ちぬ青空のもと
嘴と足オレンジ色の椋鳥は目白を追い出し柿を啄む
庭の木に挿すみかんの実鳥たちのつぎつぎ来ては啄みはじむ

ひきこもり数多の大人がいるという動物の中にはありえぬことか

キーンと寒い冬晴れとなり七階のクリニックから白い富士見ゆ
みぞれ降る中に白梅咲きはじむ寒さの中を耐えるごとくに

本が買えず貴重品だった子供の頃図書室の本をほとんど読みたり

新型のコロナウイルス報道も我身のこととは考えられず
ハラハラと風もないのに白梅の雪の降るごと青空に散る
春の風暖かき一日の次の日は雪の積もりて寒さの戻る
強風が雨戸をガタガタ震わせる子どもの頃の戦後のように
送迎の学童保育の入口で挨拶されて思い出せずいる
ビオパークから昭和記念公園を見渡せばウグイスの声の響きぬ
園児らのにぎやかな声響きおり緊急事態の解除のありて

麻酔より覚めたるときのパニックは鼻にて呼吸できぬ苦しさ
荒行ぞ術後一日水禁止乾ける口は湿すのみにて
鼻呼吸まつたく出来ねば鶏のごと上向きて水を飲み込む
口呼吸のままにうとうとする夜半無呼吸状態ありて目の覚む
大型のジオラマのごと御茶ノ水駅に出で入る電車見下ろす
手術後の狭きひとりの空間に寝返りしつつひた待つ夜明け
手術後に嗅覚なければまづ思ふ沈丁木犀季節のことを

地域にある基幹病院はコロナ患者の受け入れを答えられぬと言えり

ぬか床に朝と晩に野菜入れかきまぜながら機嫌うかがう
梅雨空の長く続きて陽が出でず甘いスイカも出回らず
寒い空気と暑い空気の戦い終り梅雨明けて真夏の青空広がる
恒例の夏の旅行に東京の我は山形へゴーツートラベル
二十五歳で体力のある男孫は私を助けて共に登山す

日日替はる看護師さんにて顔と名と覚えられねど 「咲花さん 」とは

健康に良いとふ荏胡麻ふるさとに雑草なりき「じゆうね」と言ひて

実際の味はさておき病院の献立表のメニューたのしむ
退院のしばらくののち片側の嗅覚もどるあはあはなれど

猛暑から一気に辺り寒くなり体が冷えてホットカーペット出す

ふるさとに 蛙
「 つ葉 な
」 る大葉子が中華店のプランターにあり

内垣米子
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背を伸ばし胃を伸ばしつつ坐りをり人は知らずも吾の胃痛を
信号なき道路にとほく車の影あれば渡らぬ母にてありき
声のなき新幹線に斜交ひのサンドイッチのツナがにほへり
朝あさに駅の階段のぼるため少し深めのスクワットせり
ドアに定期券改札口に鍵を出すことなどありぬケ ・セラ ・セラ
入院のあひだに溜まる為事にて居残りしをり退院二日目
通勤の途中コンビニへ駆け込みしお腹このごろ平らかとなる
電車にて咳をすること憚られ唾をのみこみのみこみ怺ふ
久びさに兄妹三人会ふ日まで半月あまりを待たず兄逝く
何とまあ米粒ほどの蕾にて花咲き実を付く長実雛芥子
防寒のマスクでありしにこの夏はさぞ暑からむ長くしあらむ
器割ること少なきにコップ割りまたまた今朝は急須を割りつ
この日ごろこころもとなき嗅覚にけふははつきり匂ふ鈴蘭
豫想よりさはに降りたる雪やめば忽ち立ちぬ傾く竹は
電車にて手摺り吊り革もたぬやう人にも触れずよろけつつ立つ
人まへにマスク掛くるがエチケット朝の化粧は眉引けばよし
ポストまで行くにマスクをつい忘れ肩身の狭き思ひに急ぐ
色白は七難かくすといふけれどマスクは五難くらゐ隠すか
若き日にはげしく好みしダリアなり時へたるいましみじみ好む
「 ア」の付きて朝に出で来ぬ花の名が帰りに出でつアルストロメリア
名の由来不明なりとぞキク科の田村草シソ科の秋の田村草
もやし韮えのき茸など食べたれば必ず挟まる右上の奥
この疲れさてはきのふの買物ぞ五階まである百円ショップの
聴力の弱くて耳介の小さくて補聴器マスク眼鏡の負担

二十四軒ここまでとする庭の柿捥ぎては配る夫との作業
二十個が程づつ配る庭の柿色と甘味の日びに増しくる
口ぐちに甘し旨しと柿の味褒めて電話をくるる知合ひ
紅葉といへば紅葉さりとても庭のあせびは山に及ばず
己が樹の下に散り敷く山茶花の土覆ひたる花びらの嵩
歌の種探せる庭にまた屈む小さき草も見過ごせぬ性
寒菊を追ふがに水仙オキザリス庭の彩りつなぎて揺れつ
令和二年の幕開け告げて一発の花火の号砲それの唐突
六階のホテルの窓に待つ初陽刻一刻と水平線を染む
別府湾の水平線に今し出づ令和二年を寿ぐ初陽
舗装道路をつつきて歩く鳩一羽側行く吾に頓着もなし
「 トンネルを抜けたよ「」 あらトンネルよ 」佐伯市に行く高速のバス
別府大分毎日マラソン参加者は三阡六百人とふその数の群れ
三阡六百人とふ選手の列に旗を振る頑張つて！ファイト！叫び続けて
伴走者と走りて自身の世界記録を更新す道下美里さんの涙と笑顔

鈴蘭の根に己が根を絡ませるほたるぶくろの根を丹念に抜く
腕と足組みてこつくりこつくりさん放映中ですよ国会議員さん
映像に見てゐて至福満開の河津桜と飛び交ふ目白
ひとつとて咲かざる蠟梅何故と空しく見上ぐ又も出で来て
咲かざるを即ち納得蠟梅にそれの莟のひとつとてなし
参院の予算委国会中継中字幕に「大分女性コロナウイルス」
息子から甥から電話「 気を付けて「
」 マスクは有るの 」
とコロナ気遣ふ
買ひ置きのマスクを直ぐに送るとふ嫁の優しさ何時もの如し
金魚椿の蜜に来るらし鵯が小刻みに跳ぶ枝震はせて

補聴器に風の当たればボーボーとビール瓶吹く音のごとしも
隣り家の薬に枯れたる庭すみにひともと咲けり夏水仙は
力なく鳴くみんみんを聞きてより三日の後に梅雨が明けたり
神棚の榊のめぐり実蠅とぶさてはと御神酒にラップかけたり
躰重のふえたるやうな目覚めにはドリンク剤のむ出掛くるまへに

電車の揺れに合はせて膝を矯む若き日のスキー思ひたりして
いつまでも暑さの続き立つ雲のその空高くにああ秋の雲
補聴器を外せる二階に聞こえくる絹のやうなる子供らの声
為事中ねむたくなりて開きたる数独すらすら一気に解きつ
通知書の千葉県知事の名これはだれ正式文書は本名なりとぞ
常よりも一週おそき彼岸花長き暑さの証左のひとつ
飛びをればほぼ捕られない小蠅たち用心あれよ壁に休むとき
はからずも兵糧攻めとなりたるか連休中の事務所の小蠅
汗かきて躰力消耗はげしくてほとほと参る夏のマスクは
より早く青信号になるボタンの押し方ありておほかた当たる

江藤ひさ子
紫と白は知りゐるジュランタタカラヅカけふ道の辺にそれの桃色

藤袴・秋明菊の咲く庭に夫と立ちぬ至福の様に
夕つ陽にますます赤し水引草槇の根方にちさく揺れゐつ
何処より来たるかセイタカアワダチ草プランターに咲く小さき黄の色

手紙出す術なき友を「もう理解出来ないでしょう」と息子さん言ふ

携帯も固定も通じぬ目黒の友に又もや今日も電話をかける
豪華客船に世界を巡りてゐし友の受け入れ難き特養入所

コロナウイルス大丈夫かと日び交はす東京・埼玉の子と互ひのダイヤル

撒くことは慎むべしと聞きゐれどされど残飯捨て得ぬわが性
さう言へば七草粥を炊かざりき庭に伸びゐつはこべら仏の座
ウグヒスの初鳴き日本一とて大分の気象庁がいふ一月二十日
くきやかな稜線繋ぐ由布・鶴見今し暮れゆく別府湾の果て
街路樹のこぶしが細き花びらを忙しく揺らす暮れてゆきつつ

あした朝に撒くパンを待つ雀どち
「ごめんなさいね今日は無いのよ」

蕗の薹十箇が程を庭に摘む隣にあげむ楽しみのため
痛き膝撫でて堪へゐつ夜半覚めて傍へに夫の寝息聞きつつ
甘草が一日花の黄を点すくろがねもちの茂みの根方
カーテンを開けたる咄嗟飛び行きぬ物干し竿の雀らの数
尻尾振り舗道を歩く白鶺鴒をりをり首を傾げたりして
映像の体操見つつ五分間手足動かす夫と並びて
美容院の鏡の吾に思ひ出づ母が言ひゐき「女は髪かたち」
南にちさく消えゆく鳶一羽グライダーかと紛ふ一瞬
紫の濃きと淡きと白が咲くほたるぶくろの庭の彩り
丹田に力を入れて踵上げすとんすとんと落とす朝あさ
咲き出づる秋明菊にまた思ふ時を違はぬそれの習性
朝の窓明けたる庭に半端なき数に舞ひ舞ふ薄羽黄とんぼ
墓掃除のみやげに隣が茄子トマト胡瓜じやがいも玉蜀黍の嵩
お隣のみやげの茄子のその長さ何と何と四十九センチ
一皮を残してレンジに八分間たうもろこしの程良き甘味
玉蜀黍にコーヒー牛乳けふの昼これにて済ます二人の食事
寝室の網戸に眠る油蟬あらあらここが今夜のお宿？
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幼き頃でんでん虫と言ひてゐしそのかたつむりとの嬉しき出会ひ

トレニアの白・むらさきが盛り咲く自由気儘に庭の其方此方
庭に見ずなりて久しきかたつむりけふ墓石に張り付くすがた
墓石に固く張り付くかたつむり幾年振りに見たるときめき
枝先に花寄せて咲く百日紅静かに揺れつそれの終日
九号に続き台風十号が超大型に接近すとふ報道
六歳のメノコの圧を心して仮名の墨磨る懐紙ひろげて
「台風さんあなたもお疲れでせうそろそろお休み」両手に拝む
台風十号去りて静まる庭に咲くフィソステギアの淡きむらさき
近寄ればほのかに香る藤袴丈高く咲く庭のひと群

大塚照美
補聴器を使へる友が為方なしと言ふマイナスを初めて知りぬ
歯を押さふる待合室の時計より人形いでて楽を奏づる
友の死を運命などと思へずに洗濯槽の渦みてゐたり
礼拝の堂に讃美歌うたひつつ声のつまりぬ逢ひたき幾たり
導かれて坐る辻井伸行の脳中すでに鍵盤ならむ
両陛下の祝賀パレード終はる夜の月のかがやく雲より出でて
賜ひたる大嘗祭の献上米うましと孫はおかはりしたり
蒐めたる干支の土鈴を処分せり夫の戌とねずみ残して
但馬路の安国寺なるドウダンのツツジ見ぬまま十年を経つ
堀端のもみぢ映せる水の上あまた浮べり渡りの鳥は
寒暖のせはしき日にち帰りきて生姜湯の碗もろ手につつむ
施設にてひたすら眠りてゐる叔母の時計の長針なほして帰る

薄日さす日暮れの道べ雨に濡るる桜のなかに鳥なきやまず
午後六時すし総菜が半額にてレジにたちまち人ら並べり
前にのみ進む習性もつといふトンボをしかと見習ふべきか
手作りのマスクのふゆる街なかに親子と思へりプリントの柄
外出は自粛ときけば為方なしけふはビデオの小澤征爾観る
長くなる自粛にこもる日にちに閉塞感なし歌あらばこそ
施設なる叔母との面会禁止にて仏具をみがく安泰ねがひて
手を繋ぐをさなと老はマスクして道べに見上ぐ今年のさくら
通りすがりの庭に咲くリラ盛りならむその札幌に重篤の友をり
手拍子にて昭和はじめの唄うたふ外出かなはずラジオ聴きつつ
お茶室に招かれたるよな友の絵手紙五月のあをきもみぢと蹲踞
高齢者おほきめぐりに越しきたる人のテラスに鯉あがりたり
嗚呼ひとはいくつの顔をもつならむ口惜しきかな検事長殿
同窓の名簿に死亡の印ふゆはるかに多し女性より男性
着物にて縫ひたりといふ友の服われにあらざるリフォームセンス

飼ひ犬に餌お断りの貼り紙を無視する人に尾を振りやまず
他県への往き来やうやく叶ふ夜の月まどかなり隈なく照りて
長雨に傾くばかりのあぢさゐと重なる母に背きし記憶
雨の中荷物ぬらさぬ宅配の人を見送る走り去るまで
折をりに泊まりし友の歯刷子を処分す施設を出づる目処なく
経をへて夫にま向かふ朝なさな声に出して読む朝刊のコラム
頭痛薬のみていつもの爽快感この感覚に似るや麻薬は
梅雨いまだ明けぬはたての積乱雲はや並び立つ高さ競ひて
やうやくに面会かなふ施設の叔母マスクの口の動くことなく

この年の漢字の「令」を書き給ふ貫主の揮毫おとろふるなく
玄関の壺に活けたる雪冠杉に飾り付け終ふわれのクリスマス
姑と夫おくりて新たなる役目まかさる叔母の後見
三ヶ日すぎて座敷に広げたる座布団うごかす日差しを追ひて
朝あさに行進曲をかけおきて奮起うながす髪たばねつつ
無想にて座禅のかたち組みたるも電話のベルに度たび立ちぬ
海のへにいつしか高層たち並び景観そこなふ丘よりの海
ふたたびの職の決まるも最初より遅刻をおそるる孫に一喝
吉野にて買ひしさくらの木の茶筒つかへる程に艶のましきつ
季節はづれの暖かさにて思案せず散歩にゆかな朝の公園
墓じまひ終へたる話きく叔母は安堵の目をす施設のベッドに
賜はりし茂吉の歌集よみてをり朝よりの雨やむ気配なく
限りなく根を広げゆくどくだみに弱りてしまへり庭の水仙
寒き風ふく軒下に日のさして紫蘭のちさき葉芽みえはじむ
十六にて逝きにし義姉の土佐絵なる雛の軸かく雨水なるけふ
閏月すぎて施設の叔母に行く河津桜の盛りなる道
日にちの独りの気儘を詫びながら鮨折を下ぐ観劇のあと
約束の五月ちかづく友の手紙コロナウイルス思ひゐるらし
病菌にふり廻さるる令和二年祖母をぢ叔母死にきスペイン風邪に

小魚のやうなる雲を追ひかける大魚の雲は口より崩る
念願の薄墨桜みたるのち長屋門くぐる岐阜の友の家
部屋に置くみどりに若き葉のふゆるガラス越しなる春の気配に
高層のガラスに幾たび照り翳る春の落日ややゆるやかに
空たかく花群ゆるる友の庭のさくらの幹は樹齢かさねて

選択肢なきごと決むる自然死より延命のぞむや施設の叔母は
ひと夏の長くはあらず降る雨に負けじとばかり鳴きたつる蟬
盆ちかく線香の灰ととのふる指の感触和三盆のごと
漸くに出回り使ひ捨てとなるマスクを掃き寄すわが家のまへ
公園の震災の碑に眼とづやがて来るべし南海トラフ
校庭のごとく遊びし公園に仰げば高し城址の櫓
暮れ近き駅のホームの西の空まだ沈まざる大いなる朱赤
餞別なる友の書きにし「夢」の文字玄関に掛くゆめ叶はずも
施設にて歩けぬ叔母の傷害保険解約の後ベッドより落つ
いつよりか早めに門灯ともす庭とほりて帰る猫はふたてに
亡き夫の道しるべなれ風鈴を幹より下ろさず彼岸過ぎまで
☆

一人分の夕食作る気の起きずショッピング帰りにうどん屋に入る

大塚雅子

ミャンマーの名前は姓が無いと知り最初の区切りを「 さん」 付けで呼ぶ

土曜の夜オフィス街にあるうどん屋の広い店内に客は我のみ
ミャンマーより仕事に来たる女性らは皆丁寧な日本語話す

恒例のぶどう狩りはあきらめてネットで買いたる瀬戸ジャイアンツ

実家近く建築されたるマンションは中庭ありて半夏生茂る
実家から歩きて行ける湧水池は都内で一つの名水百選
アトラクション並ぶ間に年齢の制限ないかと母は気にする
洗濯物取り込みに出るベランダで日暮れに感ずる秋の始まり
在宅で働くことの多くなり光熱費手当の支給の始まる
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大野

茜

住職の友住む小樽の駅に着く同窓会へ心は逸る
心臓の病抱へて小樽迄空路を来たる友の熱きよ
花溢れる元町通りの名店のウインドーの品見るも楽しき
札幌の難病患ふ後輩はチューブで飯食ぶ励めと言へぬ
終活と云ふ流行語好まねど重き蒲団の引き取り頼む
昼飯を終へて転た寝十五分覚めたる眼に青き夏空
根切りして移し替へたる南天に新芽がひとつ生き延びたるらし
台風の豪雨の庭に水溢れ高低あるらし急なる流れ
庭隅に植ゑたるししたう籠一杯夕陽を受けて緑輝く
ウクレレの練習過ぎしか親指の痛み出るたび顔を歪める
アル中の先輩入院繰返す丸き背中に寂しさ見えて
ピーマンを初めて見しは手をつなぎ父とのぞいた戦後の八百屋
首痛の治り具合を確かめる鏡に映る情なき顔
丹精を込めたる叔母の新生姜妻は三品に三日を掛ける
幼子はワールドラグビー見て言ひぬ男と男の勝負だなんて
体操の先生代はりステップが一段速く足のもつれる
平安の貴婦人もかくや皇后の十二単をテレビに見つつ
奉祝の御列祝ふ人波の背の隙間よりスマホのシャッター
千両の赤き実狙ふ椋鳥の首がキョロキョロ辺り見回す
崖下に新築二棟売り出さる見学の人等恐さを知るや
年末の餅つき大会人手減り菓子屋の職人杵振り上げる
寒風にマフラー巻いて四キロの散歩終へれば身体ぬくぬく

浴衣着た幼子踊りしこの広場草丈伸びて虫すだくのみ
根切りしたる玄関脇の南天に今朝見つけたり新芽が一つ
夏風にはためく白き濯ぎ物群青の空に太陽輝く
台風の進路予想の外れなしテレビを見つつ敬意も生まる

草叢に風鈴のごとく垂れ下がり微かに揺れてツリガネニンジンの花

☆

二年生の電話の向かうの得意顔郊外マラソン勝つたと弾む
年賀状の添へ書嬉し鮮やかに過ぎし彼の日の友の笑顔が
破魔矢受け神社の石段下りつつお仕事一つ終へたと妻言ふ
幾冬を花なきままの水仙は力蓄へ今咲き誇る
甘夏に網かけ丸き実を守る朝々飛び来る鵯三羽
廃線の散歩の道のトンネルは冷えた身体に温もり呉れる
竹箒探し求めて隣町昭和の名残りの店に一本
温暖化の危機叫ぶ人多かれど年経たる今寒さ一入
道の角の地蔵の脇のおかめ桜今年も町の一番桜
叔母さんは振り返りつつ施設へと桜咲く朝九十六歳
柏餅菓子屋の有れば寄りて買ふ幾つ食べたか子供に還る
大輪の真紅のバラに囲まれる家に見惚れて散歩は休憩
コロナ禍のスーパー行きは我一人留守する妻はメモ書く役目
汐留の医院へ予定の脳検査がら空き電車静まり返る
初めての中玉トマトの苗植ゑる朝露のつく紅い実摘まん
十万円給付と政府は胸を張る元を正せば民の税金
はらはらと舞ひて地に落つる桜花芝生に座して呆と見上ぐる
連呼するテレビ通販に洗脳され羽毛の薄き夏掛けを買ふ
再開の中学生の登下校がやがや騒ぐも心地良き音
う た
厚みある冬雷年鑑読み耽る自づと背筋伸びる短歌あり
まだ飛べぬ子雀根方をよちよちと険しく親鳥鳴きて飛び来る
土砂降りに叩かれ揺れる紫陽花を傘に守られ眺めてる我
自転車に幼子二人乗せたまま母は踏み込み坂道上がる
背伸びした我の倍ある向日葵を数多咲かせる隣のお宅

農道を上る車は富士山ナンバー手を挙げ会釈するバイトの学生
「こんにちは」清しき声の学生は農夫さながら生姜畑に藁を敷く

みんみん蝉が厨の網戸にしがみ付きソーメン食ぶる我を覗き見す

密になる集団草刈り未だせず夏草勢い農道塞ぐ
貰いたる青梅三日で完熟に粗塩売切れ入荷待つ間に
「寝ころんで家に居りたい」と言ながら散歩の媼八十六歳
久久のランチを又も延期する増えるコロナの感染者数
通学の子等で満員活気ありき勤めいし頃の路面電車は
出交せる瞬時に身構え我見据えあっという間にイタチは藪へ

川上美智子
身を屈め小さな頭撫でやれば擦り寄り甘える子山羊「徹っちゃん」

☆

寒さやっと冬らしくなり全身に受ける西風かざはな連れて

元気ないシクラメンの鉢眺めては日ざしの動きに合わせあちこち

閉めきった窓から今は虫の音も聞こえぬ夜にチクタクチクタク
会うたびに背丈伸びゆく孫たちと向き合い話す目線近づく
一周忌流れる読経聞きながら過ぎ行く時に亡き母思う
暖かな陽を窓ごしに受ける午後気持が優しくなれる気のする
背に受ける窓ごしの陽は暖かく伸びをしてみる一人だけの午後
頬過ぎる冷たい風にマフラーをきつく巻きなおし決意の散歩
冷蔵庫のドアのメモとマグネット昔はこども今は我がため
新年に我が誕生日又ひとつ歳を重ねるめでたき事ぞ

川俣美治子

横這いに網戸の隅へにじり寄り隠れんとするかみんみん蝉は
ゴーストタウンのような町内我独り山裾目指す猛暑の真昼
湧水の流るる山陰に先着の居て汗拭う郵便配達さん

「徹っちゃん」と呼ばれて子山羊は人気者人手で育ち商店街に

仰ぎ見る群青の空良き年に成ると思えて元日の朝
足元を擦り抜ける影後ろから頭上飛びゆく一羽の烏
列車より稜線覆う雲追えば窓のかなたに山跨ぐ虹
ひと月余り留守にしたれば忽ちに入院したかと言われる齢
軽トラは肥料山積み暖冬が作業急かすか唸りて上る
明朝の予報零度を知りたるか陽だまりに遊ぶ黄の蝶ひとつ
啓蟄の午後の散歩の暖かし思わず声あぐ山桜の花に
木々の間を鳴き来る野鳥に答えんと口笛吹けど息は掠れて
連なれる山肌薄きピンク色谷の向こうに山桜咲く
側溝にピンクに溜まる花吹雪桜並木の坂道下る
ベランダの柵もくっきり影写し午前三時のスーパームーン
コロナ禍がひしひし日毎迫り来て会話するひと傍には居らず
農道は曲りくねって三、五キロだんだん畑は山頂近くに
丘に立つ頭上にぽっかり雲二つ届きそうなりこの手伸ばせば
芋掘りの農夫の上を繰り返し旋回しており燕の二羽は
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久しぶりに陽だまりのなか本開く背中ぬくぬく眠気を誘う
腰落とし緩やかな動き力抜く太極拳の想いは遥か
長い事変わらぬメニューの朝食に変わらぬ一日今日も始まる
満開の梅の前で足止まる見上げた花の白が眩しい
初午の賑わい今はないけれど露店の並ぶ情景浮かぶ
散歩する目の前過るてんとう虫小さな赤が見えなくなるまで
沙羅の木の芽が少しだけ膨らんで生命力を誇示する季節
風強く空気が澄んで雪までも近くに見える男体山は
縫物をするたび布が指先にザラザラ触るもう春なのに
これからの私の生き方考えるあまりに見事な桜の下で
水たまり静かに浮かぶ花びらが風吹くたびに揺れて哀しい
孫たちに作るマスクはカラフルに気持も共に明るくなれと
今はただ夢中で何かしてる時その間だけストレスもなく
緊張の日々が続く昼下がり芍薬の赤に心が緩む
いつもとは違う春が過ぎてゆく家で過す五月晴れの日
朝からの気温は上がり急な雷雨去って後には涼風残る
夏用のマスク作りに集中し汗が噴き出す梅雨入り前に
すれ違う人のマスクは様々で思わず目がゆく形や色に
庭の木の揺れてる音が心地良くコロナの恐怖しばし遠のく
気がつけば暦はすでに七月にコロナに豪雨恐怖増すばかり
ラジオから流れるメロディ優しくて「ああ」とひと言ため息ひとつ

曇り空水面に映る田んぼにはコサギが一羽遠くで遊ぶ
初めての刺し子は細かく指痛く汗を拭き拭きやっと数センチ
久々の青空に思う自然とは恵みともなる災いともなる

小型犬の中では長命のトップとふ吾子のダックス十七歳
隣り家のあとに二軒建つ解体の地ひびきの音腹にこたふる
スイミング教室に夜通はむと娘は浮力水着を買ひぬ
食物の制限まもる吾子の犬やせ過ぎと言はれ医者より帰る
風やみて空気すみたる冬のそらタクシーの窓の夕の日まぶし
十七歳となれる娘のダックスフントご老躰と言はれつ道に
春スキーのジャンプに内臓破裂せし子の鼻に管を入るるイレウス

糖尿とこたびのイレウスの入院にやせたる息子を娘にききぬ
血管もろくなりたる吾子の点滴に予備軍ではなき糖尿を知る
息子の犬十二歳のネロ延命の治療えらびて間なく死にたり
鼻腔より腸まで管を入れらるる息子のイレウス六度目となる
シートの上ほんの少々尿をして幾度ほうびをもらふ犬の知恵
大晦日に運ばれし子は退院す今年の最低気温をきく日
昨日子と行きし同名のスーパーの感染閉鎖を教ふ LINE
に
税務署に並ぶのはもう無理と子に頼む今年の確定申告
何時よりか又吸ふ息子これを期に禁煙すとふコメディアンの死
転院して来たる患者の感染に自宅待機となりたり孫は
水仙二種をはりいちはつの咲く庭べ花にら白く拡がりてゆく
孫の師の仏人の名付けたるティタは老犬となりいま癌を病む
昨日は春けさより冷えて降る雨に終日しづくし暗くなる窓
緊急事態宣言の延長決まる日にロシヤ首相の感染を知る
外出自粛の続くリハビリより届く一人で出来る躰操のコピー
発作にて歩行かなはぬ犬ティタをけふも点滴に連れ行く娘は
忘れゐし足踏み台を使ひをりステイホームの日々つづきつつ

めずらしく芋茎を買いぬネットでレシピ見て作れども母には遠く

槐の木に蝉のぬけ殻数十個あれど鳴き声聞こえてこない
洗濯物夕立気にして外見つつ涼しい部屋で熱い茶すする
お盆には帰っておいでと言えなくて電話で我慢無事を確認す
気が晴れぬそんな日朝からレンジ磨き力を込めて何も考えず
草取りの手元に黒い影動く視線上げればアゲハ飛び去る
立ち止まり汗を拭きいる山道は緑さわさわ光キラキラ
庭隅で大きく繁ったシソの葉をどうしたものかと眺める夕暮れ
あちこちへ行きたい思い募るばかり世界地図開き指で旅行す
離れてる息子からの定期便安否確認の嬉しい電話
秋雨に濡れて寒々庭の木々蜘蛛の巣一緒に静かに揺れてる
下校するこどもの大きな笑い声聞こえる空に夕焼け広がる
昨夜から降り続く雨寒さ連れ体はだんだん丸くなりゆく
栗ご飯優しい味にほっこりす仏前に供え秋をどうぞと
洗顔後鏡の中の我を見るそれなりのシミシワあり苦笑
早いかなと思いながらの寄せ鍋はそんな季節と納得の夜

神津早智子
いつも頼む親子の庭師同業となれる娘をけふ伴へり
十二歳となれる犬ネロ延命の治療選びて間なく死にたり
進行の早しとふ犬のメラノーマあご舌切除する話ききたり
難病の検査の全身麻酔にて一時心停止す吾子の犬ティタ
恐れゐし一時心停止より覚めて好物の芋くひたり犬は
ケージの中の糞を踏みたる犬かかへ娘は走る洗面所まで

☆

息子来て作りてくるる冷やし中華細くて旨し錦糸卵は
スポイトと注射器に子の養ひし老犬短く病みて死にたり
週末は来てくるる娘仏壇に小さき緞子の骨壺を置く

児玉孝子

スーパーに正月花を買いおればカートを押しゆく老夫怒鳴りおり

パソコンの僅かな操作迷いたれば長の孫きて数分に打つ
華道展に親子揃いて出瓶す生き永らうるに思わぬ日のあり
那珂川の氾濫を知る朝刊に歌集出されし大久保様案ず
芋蔓の覆うを切りとり鍬入れぬ甘藷の出来ばえ株ごとに楽し
亡き人を悲しむは故人の喜ばず早く納骨なせときく法話に
天気図に現われ出でたる雪だるまみるは立冬霜月八日
寒さにも馴れたる師走に秋戻り寒暖計は十七度なり
はらからの集いて和む忘年会過ぎし日のことこもごも語る
義母植えし柿の木三本実のならず寒さの中につもる柿落葉
日の沈み輝き昇る満月の急ぎゆく吾の道を照らせり
「本年をもって失礼致します」と元旦に受く友よりの賀状
義妹の揃い正月を訪いきたり夫在さぬに嬉し持て成す
紙面にみる首相の一日来客なし村儀理容室に一時二十七分
高齢者の死亡事故多きは暖冬に活動ふえたるゆえかと県警
聴力の鈍るに医師はカテーテルを鼻から耳へ一瞬に通す
人参といんげんの種注文す空きたる畑に四月の楽しみ
どう読むかどう読まれるか歌詠むを萎えるに「冬雷」とどき目ざめぬ

閏年四年に一度の二十九日短かき二月を長閑に終る
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メンチカツにキャベツと若布まぜ合わせ夕餉に揚げたて孫に持ちゆく

携帯の古びてスマホに換えたれば凄いすごいと子等の騒げり
春場所のコロナウイルスに客入れず構える力士に行司は凛と
進学に男孫の親元はなるるに次男の彼の日を重ね励ます
便潜血と人間ドックに要検査通知受けるにまさかの覚悟
雲一つなき碧空に爆音たてオスプレイ低く小牧の基地へ
まとめ買いなすとう店に行きたれば棚のあちこち空になりおり
外出を不要不急に慎む日孫の訪いきて孤独をまぬかる
種をまき十日を過ぎていんげんのひと粒の命土を持ちあぐ
一雨を欲しと願うに雨蛙わが意を酌むがに髙く鳴きくる
不織布の使い捨てマスクはコロナ禍に品薄となり洗うを知りぬ
コロナ禍に作品年鑑早早と届き編集の労苦を察す
大阪から母の墓参にきたという親子と話す墓地のひととき
僅かなる畑なれども捨ておけずまだまだ動けと己を励ます
独り身の夕食なれど目先かえ自分のためにあれこれ作る
何時もとは違う痛みに肛門科診察受ければ帯状疱疹
新型コロナに不足して騒ぎたるマスクスーパーに今静かに並ぶ
朝刊の一面飾る十七歳快挙の笑顔藤井新棋聖
プランターに初めて作るミニトマト黄色に熟すを朝餉に味わう
独りには土用の鰻買うほどの意欲なければ嫁のくれたり
面会は新型コロナに許されず孫は動画に寝顔をくれる
突然の目眩吐き気に血圧の急に上がりて焦る独り居
たまさかに息子来りて医院に行く診療終る三十分前
治療終え脳に異常なしよく休めと優しく言われ安堵の一夜

雲に入り隠れたるのち出でてゆく飛行機ちひさく雲より白く
羽田より二時間半の直行便に乗つて行きたしウラジオストク
別名をアラセイトウといふストックの薄紫と濃き紫よ
いつもなら花の名前に無関心の子がストックの名を訊ねたり
スーパーの売り場の知り合ひ避けてゆくマスクと帽子の今日の私は

武漢より来たるウイルス何処にゐる見えぬウイルスそこかも知れぬ

震災の発生したる時間なり黙祷うながす役所の放送
震災の記憶あたらし信号の点らぬ夜道を車で帰りたり
咲いて散り川に落ちゆくさくら花はな見のくるま少なくなりつ
見上げれば空にひろがる桜花ひこばえに咲く白妙三つ
朝の雨しばらく後に雪となり積もれる雪はその日に溶けつ
町内会引き継ぎの会マスクかけ帽子とコート着て広場に立ちつ
松葉杖の隣人来たり人参とレタスきうりの買物たのみに
お隣の足のギプスの外れたりわれの右手はギプス巻かれて
つまづきて右手の中指傷めれば写真に写る斜めのひびが
花粉症再発のなし牡丹咲き柿の花咲く季節となりぬ
インド風またはイスラム風に見ゆる寺ここは日本の築地本願寺
振向けばパイプオルガンの管たちぬ築地の寺の本堂に来て
左手に持つ箸先とくちびるの動きなんとも奇妙奇天烈
晩ご飯これより食べると言ふときに箸持てぬこと忘れてゐたり
美容院郵便局とお稽古を今日は済ませて疲れて居らず
公民館の講座中止となる知らせ電話にてくる予想どほりに
新築の家の大工の打つ音の無き日曜のひねもすの雨
モーターの音に金属触れる音向かひの更地の草刈られつつ

漸くに根づき延びたる芋蔓の乾ききる畑に一雨を乞う

スタンプの無きまま過ぎたるパスポートの残る三年何処の国へ

齋鹿ミヤコ
不用品を写真と文字で売り買ひするシステムありて使ふこととす

用なければ売りに出したる化粧品がすぐに売れたり入金されて
回覧板と同じ順にて回り来る次の四月に役員の番が
ほとんどは用なき町の回覧板に丸をつけて済む役目なければ
Ｋさんは故郷へ帰りＯさんは亡し職去りし後に知る同僚のこと
順番に逝かば最後となる故と末つ子同士の話の続く
一年後の同窓会の出席をどうしたものか返事が出せず
同室のお隣さんの顔知らず話をせずと息子は言ひぬ
四人みなカーテン閉めてゐる部屋に息子の手術の始まるを待つ
靴を履き点滴台を押しながら息子は入りゆく手術の部屋へ
治癒すればバイクに乗ると言ふ息子バイクの事故に膝傷めたり
うつ伏せの畳の上の背なかより日ざしを吸ひぬ窓の日ざしを
それ用の土の袋に書かれたる文字のとほりに植ゑ替えてみむ
さらさらと袋より出る丸き粒ハイドロボールは土にはあらず
新しき鉢に移ればすがた変へ吾をひきつけるオリヅルランは
中国の歴史ドラマに耽りたりその物語髪型衣裳
野芥子なりグーグルレンズの調査にて更地の花に図鑑の要らず
乗換への馴染まぬ駅に矢印をたよりに行けば辿り着きたり
幕が開くまでの暫く会話する隣の人はマスクしてをり
駐車場の空きを待つ間の空とおく雲の姿の僅かに変はる

君が代を歌ふポーランドの子どもたちその映像に知る歴史の一部

モニターに映る男の挨拶よ更地の工事開始の予告
土色の更地の上を歩く鳥お腹の白き鳥五つ六つ

☆

揚子江地図には長江とある河の溢れて流るビルの間を
田も畑も民家も店も水のなか二か月以上の中国の洪水
香港のコロナウイルス研究者のドラマのごとき米国亡命
ドラマにも飽きて文庫に目をやれば扇風機まはる静かにまはる
プラスチックの如くかたまる棒寒天にてゐる鍋に形を消しぬ
母かつてこし餡つくりき石臼を挽く手伝ひをしてゐし記憶
有機物ゆゑに分解するといふプラスチックを微生物が食べて
絶対に分解せずといふ学者のプラスチックの記事けさの新聞
穂先まで紅ひらく庭の萩四五日さきに台風くるらし
ひこばえに僅か咲きたる金木犀ジャケット羽織る夕べとなりつ
歩行者に道をゆづれば皆のひと会釈してゆくいつもの通り
搭乗のさいの名前の一文字を替へて亡命したる閻麗夢博士

早乙女イチ

伸び伸びと高くなりたる柚子の木に数多に生りて黄の色映える
思いきり枝切り取った四季咲きのバラが数多に朝日に映える
ライオンやキリン猿など色々な動物見つつのんびり歩く
枝下ろしされたキンカンまるまると黄色くなって食べ頃ならむ
思いきり枝切りをした四季咲きのピンクのバラが朝日に映える
朝の日に枝葉の中にふっくらと白いミカンのつぼみ楽しむ
爽やかな朝ミカンの木見に行けば豆つぶほどの青い実が生る
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☆

そよ風に揺れる小枝にミカン生り大きくなるを楽しみにまつ
ドライブに行こうと孫に誘われて太田に向かう日差しまぶしき
梅雨の朝ミカン生ったか見に行けば枝葉の中に丸々と見ゆ
緑のミカンふっくらピンポン玉位になって青葉の中に
雨雲の菜園の隅にふっくらとミョウガ出ていて楽しみに採る
四季咲きのバラ芽が出たよ友が来て嬉しそうに持ち帰りゆく
小野寺で昼食をして宇都宮方面にでも行ってみるという
爽やかに映える山畑ひた走り宇都宮目差す窓外見ながら

佐々木せい子
風強く木々がダンスを踊っている桜吹雪を枝にあびつつ
寒空に籠る日多く窓にみる竹に雀の囀り飽きず
ハマヒルガオ気仙の初夏を彩りて大野海岸広田海水浴場に咲きそむ

赤き毛糸の帽子をかぶる地蔵さん色とりどりのマフラーを巻く
石原裕次郎「わが人生に悔いなし」と歌って逝きしはや三十有余年

連日の新聞テレビの世界中コロナの話題を真剣に聞く
従姉妹の娘のホテルなども如何なるものか聞くに聞かれず
玄関に出して並べる靴いくつ終活と云う言葉から逃げて
続きたる異常気象の災害におどろき先々に思いめぐらす
ニラにネギ大蒜生姜たっぷりと使いたる料理に元気増しくる
植木屋は猛暑を物ともせずに来て剪定六日間終えて安堵す
陽の沈むを待ちて庭の草を引くわき出る程の汗にまみれて
気がつけば主婦なる役目も遠退きて田を渡る風の心地良さ感ず
米寿過ぎ卒寿に近き姉なれど検査結果上々に乾杯す

『わがままな巨人』あらため良い人になりたるやうな「春節」のひびき

長く持つ誕生祝ひのチューリップかたちくづれず透きとほりきつ

悪夢見る怖れもちつつ怪談を読みて寝ぬればあふ金縛り
量販店の自転車置場の乱雑に不快のわれをあはれむわれは
出刃持たぬわれの生活底浅しかははぎだつてはぎし母持て
われは情むすめは愛に猫を飼ふ猫は知るらしそのそれぞれを

ですますのきれいな言葉のユーチューバーが静かに語るゲームの展開

菩提樹の大き古木を慕ひをりけして動かず在りはてて欲し
ウイルスに地球が狭くなりゐるに地震あちこち容赦あらずも
治療中の麻痺せる顔にて切る靭帯その衝撃に顔治り来や
あと一段降りむとすれば足もつれ落ちゆくときにさまざま思ふ
かかりたる整形外科医の黒縁の奥のまなざし即惚れたりす
お稲荷のほこらの屋根の朱赤色おほき椿の紅のかさなる
いろいろのこと去来してゐるときに脳のすみより徂徠がのぞく
蟬丸の逢坂の関を見倣ひて清音のみの歌つくりたり
カラフルな洗濯挟み買ふつもりウイルス去りて街ひらくとき
非日常的日常のつづくなか快癒の手紙すこぶる明し
この次は何を欲すと念じよう時に働く神通力に
一段を外して横転着地するまで八コマはあるモーションにして
蝶二頭彫る宝石箱のからにして鎌倉彫といふこそ宝
まだ知らぬ八丁堀のイメージは丁髷のひとせはしく歩く
めくりたる頁に残るレシートに兄買ひをりし本屋の名あり
眠たさにとろけるやうに寝入りては覚めて調子のくづるる昼寝
読まずきてつひに読みたる「荻窪風土記」風土記以上小説未満

三十年稽古に励みたる友等と御詠歌に会えず如何に居らんか
秋深く風にゆらゆら身をまかす蜘蛛は巣を松の間に掛けて
日曜日朝の六時の二チャンネル短歌の番組楽しみに待つ
抜け毛して足腰冷えて目眩まで気候の変り目と思いて暮らす

佐藤靖子
年どしにひなどり隠す公孫樹の葉の何か萎えゐて照らずに終はる

十月半ばに水の颱風の過ぎて一気に沸く金木犀
切られたるいぬつげの枝に蕾あり拾へばわれの皮膚反応す
生家の庭の棗を忘れ得ず或る日民家にみつけたる幸
地主家の禅寺丸柿手入れされ風に揺るがぬ幹やその枝
住みにける釧路の霧の濃さゆゑにわれの情緒のほぼ霧がくれ
ある画展にすれ違ひたる友とわれ水の流れを話しただらう
かたばみの柔らかき葉が長く生くアボカドの種入れある水に
八階に揺れ来たりなば会を捨てすぐ逃げ出づる由にて御免
門柱の一本のみに表札とチャイムとポストそれが塀を兼ぬ
ひたぶるにういらう嗜好深まりくそのあぢはひのやんはりとして

でこぼこのアスファルトのうへ自転車にその高低を少しく遊ぶ
探さねば買へないＢ５原稿用紙ガムテープに付くるカッターいづこ

消ゴムを無くすがゆゑに紐をつけかたへに下げて安心しをり
消ゴムが無ければ前に進めざり消せば次なる言葉が生まる
薬局方オリブ油と言ひて伝はらぬ店員ばかりのドラッグチェーン店

ゆ

「よく見るを目標にせよ」もの買へば間違ふわれに課せられてをり

漬物の白菜の芯あはき黄に一膳のはずの茶漬止まらず

アスファルト堆くなりひび入るは木の根のせゐらし公孫樹の道に

荻窪の教会通り以前に名を弁天通りといひけるをかし
未完の本と知りて読みをり結末は自らつくらむ都合よきやうに
帯カバー不安定なるは取りのぞき寝そべりて読む娯楽の本は
輪切りするズッキーニの切口の密着しあふ力に勝てず
モンステラうら若き葉はハート型そのうち裂けて奇つ怪となる
二種類の蔦を飾れば思はるる甘藷はどちら蔦かな蔓かな
床のへに落とせる一円拾はねば運命かはる気のして拾ふ

みかんの木の緑よごさるからまりてゐたる蔦の葉みなひからびて

名を呼べばふりむきながら大いなるあくびに混ぜて何か言ふ猫
一代目の猫の眠りてをりし座に二代目然とくつろげる猫
黒き毛のちさき毛虫が足早に正面玄関よぎりてゆきつ
早足の毛虫の軌跡まつすぐに昏む真夏の白昼夢かも
全けき緑のなかの池の辺に半夏生あかるきひとところあり
次のこと始むるまへにこの本のハッピーエンド確かめておく
地震警報鳴りて逃ぐるは我ひとり道ゆく人が誤報と言ひぬ
日陰なる桜並木は蟬の声もとむるその声ひたぶる栄ふ

ヴィーナスのけさの光の頼もしさ地球の姉かはた妹か

鈴木計子
刻刻と変はりゆく雲そらの色「かがやき」にてゆく二時間飽かず

たちまちに過ぎゆく景の窓にあり寝てはゐられず勿躰なくて
七尾湾にぼら待ち櫓の立つ辺りしばらく止まる観光列車は
ふる里の新米たのむファックスは実家のかつての電話番号
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三日月を右に左に正面に見つつ帰りぬ今日より師走

御不明な点はないから支払ひを急かしくるるなセルフレジスター
フィルターを通して落つるコーヒーに早おそありて今朝はほどよし

力士らが土俵に円を成し為す所作のなにか楽しく真似してみをり

湾に添ふ能登鉄道にてゆく能登路みゆる能登島キャンプに行きにき

小柄なる吾と同じ炎鵬が勝ち名のり受く故なく嬉し
太りゐることが美人のサモアにてはわれ不美人の横綱なるぞ
結婚の決まりて更に太るため努力すと言ふサモアの女性

志村けんの死して知りたりその兄の住まひがわが家の近くにあるを

赤ぞなへに六文銭の旗を負ひ並びぬ真田鉄砲隊は
伝統を継ぎ来し鉄砲隊の撃つ火縄銃をはじめてけふ見つ
真田の技守りて金沢江戸村にいま放たれつ火縄の銃が
火縄銃放つ五人はみな女性五箇山塩硝発砲隊は
火縄銃の放つ火とおと瞬時にて煙の長く宙をただよふ
実演は信州真田鉄砲隊の「家康を撃て」に撃ちて終はりぬ
降りさうな空に午後の部思ひつつ江戸村立ちぬ火縄の技みて
吹雪き散る桜の中に立ちたるは昨日にてけふ牡丹雪降る

宿のあさ窓打つ雹をめまひにて臥して聞きをりいづれもはよやめ

日に黒くつや持ち光る能登瓦釉薬つかふ故と知りたり
買ふつもり食ぶるつもりのなきケーキ売場を通る目の楽しみに
雨戸繰る前に結露を拭く作業ふえて嫌へる寒き冬来ぬ
目の前に輪島港を見おろせる宿に見る海たひらかにして
目の前の御陣乗太鼓の勢ひに始まるまでの寒さ忘れつ
どこからか鈴の音する露天風呂みえざる位置に風鈴みつく
デパートの一個七百円也のあけびの用途すこし気になる

手作りのマスクお大尽になりました送りくれたる友に書きたり

冬すぎて寒さゆるめば足元の電気の行火を少し離し置く

桜餡のまんぢゆうを食べよもぎあんのパンを食べたり寒さゆるめり

若きより喜怒哀楽と痛みなどなにゆゑ吾は胸にしまふか
買ひ来たる二冊の本を開けず置くまだをはらざる今月の歌稿
マスクして乗るタクシーにつねづね出でぬから咳が出づ
ほら真央ちやん桜の花が咲いたよ分かりはせねど桜みてゐる
晴れののち曇り雷雨とラヂオ言ふ変な天気の一日をはる
雷を見て冬雷だねと子が言へり桜咲くから春雷でせう
枝に手を伸ばせば届く桜の四月カレンダー三ついづれも桜
風の来て道の花びらうづまけり今日の掃除は風にまかせて
わが家は桜並木の中にあり最初と最後に咲ける木ならぶ
スタッフなど感染あれば配れずとチラシ入りて新聞かるし

日に一度「可愛いだろ」と写真見す「親ばかだね」と次男に言ひつ

花を売る店にミモザを見たる日にミモザサラダを作りゐる夕べ

暖冬と今年も言へど朝の水冷たしと湯を足し洗ふ野菜

病院の味なき食事いやがりてリハビリをせず退院せる夫
足の腫れひかぬ夫の足をふき入浴すめばベッドに寝かす

きのふまで一面みどりの下草にほたる袋は群がりて咲く

かかはりのありや無しやの位置たもち溜りに中さぎ小さぎ動かず

東尋坊あきらめ永平寺としたり朝より雨のけふの豫定を
広大な建物つなぐ永平寺の長き回廊ごみ一つなし
修業する僧らの拭きゐる映像を思ひつつゆく永平寺の廊
横顔にやうやく昔の名ごり見つ顔と名あはざる友一人ゐて
集まれる宿の舞台に内気なる記憶の友のうたふ民謡
おろしそばソースカツ丼わかち食ぶ越前福井の名物なれば
今様に言へばサウナ式の風呂福井藩主の別邸の御湯殿
かのえね
優勝の力士のをりて幕尻の言葉知りたり庚子初場所
生れてより二日きりんの赤ちやんの身長躰重われ上まはる

卓上の薔薇に添へたるしろたへのスヰートピーのかをり薔薇より強し

かぼちや切る専用包丁もつ吾が小切れのかぼちや買ひたる冬至
遠くにて鳴く鵯をあれあらと思へばすぐに声をはりたり
長野県に濃霧注意報ありといふ霧がふるさと隠すと思ふ
冬雷の全国大会はじまると思ひさなかとおもふ幾たび
病もつ夫のしはぶき聞こゆとき病に負くるな癒えよと思ふ
鍋の焦磨きたる手の黒き爪はづかしく出す買ひ物にきて

ポストへの道に花束並びゐる家のあり志村の表札かかる
人の知る東村山音頭など知らず越し来て二十年経つ
雲払ふ風にさわぐ木木の葉が裏を見せつつ西に傾く
小判草ちさき野の花つみて来ぬ今日の歩きは八千五百歩
母親と庭にテントを張るキャンプするらしコロナに校なき孫は
ヴェランダに物干しをれば始業ベル聞こゆコロナに休む校より
人らみなこの頃マスク美男美女くはへて帽子かぶれり吾は
雨降りて流れできたる川中にむくどり数羽水浴びてをり
眠りゐる子を抱く母が買物の袋を持ちて幼の手をひく
朝まで残る雨やみ歩く道マスク外して寄りゆく梔子
家居なる上膳据膳楽でなし利き手の右指十針縫ひて

怪我のせゐ暑さの為と言ひ訳けはいくらでもあり無為に日の過ぐ

十針を縫ひたる怪我の熱ゆゑと思へどコロナが心離れず
縫はれたる指先の怪我ときによりづきづきピリリびりびり痛む
利き指の怪我にて書く字もどかしや今日はやうやく包帯とれつ
点滴の針二度入らぬわれにまた明日も点滴豫定ありたり
点滴のために握りたる指を開きてもらふバネ指起きて
手作りの色柄ふえて目が楽しされど馴染めずマスクの黒は
夜半さめて眠れぬままに聞くラヂオ静かな調べにいつか眠りぬ
足早に駆け足かたみに急ぐ道駅まで二百歩少なし常より
歩くには良き頃合となる道に大きな帽子のどんぐり拾ふ
怪我に雨あつさの続きしばらくを来ざりし道に秋の蟲鳴く

髙田和子
おたんこなすびはどんな茄子などと言ふ友に知らぬと言ひて笑ひつ

をとつひは掃除機修理ガステーブル買ひ来たるけふ明日は颱風
通学の少女ら道にあふれ来て電車着くたび箒を止める

坂の名と同じ病院に今をつとが手術をはりて麻酔を醒むる
明日来ると豫報士のいふ木枯しの一号吹かず落葉の赤し
並木の葉こずゑすつかり裸にて落葉しだいに褐色おびる
一変に色づきたると公孫樹の黄つづく街路に吾らを照らす
熱狂もチラ見程度にをはりたりラグビーが冬の季語と知らざり
手の指と耳にしもやけ見つけたり耳当ての付く帽子かむりぬ
トラックが荷を積み過ぎて横転す吾が肩の荷も多過ぎと思ふ
街路樹の槐が実を垂れその下を面会に行きし十七日間
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通帳の磁気が汚れて使へずと一つ教はる銀行に来て
孫がけふ予防接種を受くといふ満一歳に六種あるとぞ
時うつり青葉ひろぐる葉桜が花の数より多しと思ふ
百円のゴムの植ゑ木のよく伸びて切りたる茎に白きゴムいづ
あぢさゐの花咲きゐむと行く道に去年と同じ家家に咲く
移り気といふ花ことばのあぢさゐに昔も今も思ひ入れ多し
国道を走る車のスピードに丸き綿毛の種よぎりゆく
無理なことやれば出来ると思ひたりわれの思考はあまのじやくにて

線路沿ひのフェンスをのぼる朝顔が日照りに枯れつ花もつまへに

アスファルト打ちたる雨の水しぶき十センチぐらゐ跳躍しをり
雨の乗るあぢさゐ垂れて乗り出して道ゆくわれの服を濡らせり
流し台のこんな透き間にミニトマト発芽してゐて時どきたのし
とげぬきの地蔵通りに用事ありマスク通して線香にほふ
梅雨の空いかなるさまに明くるのか忘るるほどに降りて長かり
この年の初蟬を聞く七月二十日梅雨空のままみんみんが鳴く
買ひ物の順を思ひて乗り越せり献立考へ乗り越し帰る
ボタンつけしてゐる糸の銘柄のなんと今時コロナといふ文字
セーラー服の集団下校がマスクして並木の日陰とほりてゆけり
サルビアがシソ科と知りて駅まへの花に近づく髙田のばばは
街のうへ片脚きえて虹たてり颱風さりて明かるき空に

この年もみんみん鳴けり蜩の姿見ずして秋になりたり
野の花の束もつわれの足元にねぢり花咲く写真を見つく
小熊山に昔をりにし熊と猿ひとに距離おき住み分けありき
霧に立つ虹のひといろ白き虹富山の空に白き弧ゑがく

あはひ

鎮座して友より届くでこポンのその名に勝るふくよかさなり
菜の花と桜の見頃の由布の町やはり落ちつく自然のめぐみ
外出のままならぬこの日日を柿の若葉に癒されてをり
さ緑の柿の若葉に無となりて夫とけふも長く立ちてをり
お手製の草履友より届きたり一筆箋のことばとともに
届きたる友の作れる布ざうり夫とともに重宝してをり
繁りくる蕗の間を行き交ひて緑の風に暫しつつまる
白波に見ゆる花の立浪草むれて咲きをり楽しむやうに
をのの
絶えまなくコロナウイルス漂へる暮らしに戦くふとした時も
アダージヨその意味のみこみ聴く曲のまさに心はいつしか時空に

唐突にカジカの声の幻に古里の川すぐに浮かびきぬ
健気さのアミガサユリを見て思ふ幼き頃の人形たちを
初姫と言ふ名のそらまめ古里の友より届くくれなゐ色の
くれなゐ
紅 のそらまめ入れて炊くごはんしみじみ噛みしむ初めての味
水撒きのホースの先に出る虹の褒美に思へてうれしくなれり
広告のぬり絵に挑戦おもひのほか親しみ増せりテデイベアには
畑と庭あまたの蕺草こつこつと抜きて五月のわが習ひ
覚悟してちりめん山椒作らむと枝を引き寄せ残らず摘めり
爽やかな香り漂ふ山椒の実つみつつ思ふ粗末に出来ぬ
雀の声してきて聴きゐるつかの間の暫しの和み起床の前
雪の夜を母と歩きし田舎道おもひ出すたび増せる寂しさ
あが

変はりゆく山あぢさゐのすがしき色きよめられをり見る度ごとに

すがしさの増しゆく庭の山あぢさゐ崇めてをりぬ慎しみもちて

思ひのほか西瓜の皮の塩もみをおいしく頂く歯切れの音と

白き虹にほんに見つと豫報士の興奮気味がわれに伝はる
この年も九月来たれば胃を取りて二十四年経つと目を閉ぢ思ふ

戸部田とくえ
幾度も植ゑては消ゆるバジルの苗根付きくれたり嬉しい限り
朝あさのサラダに散らすバジルの香ふくむ瞬間しあはせに
苦瓜のこぼれ種の芽を出せる既に抜きたる畦のあちこち
苦瓜のすくすく育つ神無月こぼれ種にて戸惑ひてをり
白内障手術にもどる視力を先づ友は言ひたり色の鮮明さ
立枯れの茗荷引きつつ何となく寂しくなれり艶をなくして
いた
熊本のみやげの蜜柑手にすれば甚くつめたしけふの冷え込み
子の家の庭に雀の声のして親しみ増せり暫しいとしく
込み合へる車両の下車の間にあはず次なる駅まで途方にくれつ
五時起床まづは己の決めたるをつづけてゆかむ年明け正して
何事も明るく努めていく事にこころしてをり自然のままに
草を取り肥料施す玉葱の畦に残せりなづなのひともと
打ちかへすテニスボールの快音の澄みたるリズム心地よきなり
自然薯を買ひきて作るとろろ汁ねばりの強さに難儀しつつも
料理する元気なにより幸せと献立めぐらす爪もみしつつ
友よりの電話このごろ愚痴多くひたすらきき役たがひに老いぬ
庭に咲く椿を部屋に挿してのち明かるくなれり心身ともに
夏椿ほそりつつも芽吹きをり暖かき如月おもひてふれつ
古木となる夏椿の芽吹きに安堵せりやがての花を思へばなほ
肺炎の感染おそるるこの二月ひとつ齢かさねて八十歳

☆

うこんの花ももいろ淡く咲く側に今朝も立ちをり神神しくて
榊の花かぎりもあらず散る庭に支へられをり如何なるときも
しみじみとヘルマンハープの楽を聴き思はず祈りの心と共に
苦瓜の自由自在に伸びてくる蔓を支柱に日ごとをさめる
「ムツばあさん」映画観ての帰り道つくづく考ふわれの老い方
つやつやと輝く箱のさくらんぼ山形より届く未だ見ぬ街
躓きて倒れる吾に多くの人こゑかけくれてすまぬ気のする
真心をもちつづけて生きたしとけふも思へり合ふ人ごとに
しなやかに蔓を伸ばせる烏瓜たゆたふ花に見惚れてをりぬ
雨となるけふの一日をあきもせず部屋より見をりつきぬ雨あし
雨のなか飛びゆく鳥の一瞬に心ゆれつつ気になる行方
芋蔓を煮付けて母を偲びつつ手間を惜しまず見れば買ひきぬ
総絞り作れる職人皆無とぞ呉服店主の話さびしむ
みんみんと蜩ともに鳴くこゑをききつつ巡る嵯峨野のふもと

豊田伸一

癌を患う我が身にさらに心臓病糖尿病に足の手術と
十月に茗荷の花が狂い咲き肌に寒気が身にしむ頃に
冷たき足炬燵に入れて暖める悪しき血流少し流れて
被災地に追い討ちかけて雨降らす再災害の台風恐る
久方の陽の温もりに縁で過ごし冬の訪れ思うひと時
早朝のまずはじまりは血糖値安定させる注射の痛み
見知らずの柿実れども葉は落ちて晴天の下甘味増しくる
令和元年過ぎ行く早し春迎え望み適えむ病に勝たむ
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とめどなく雨音響く夜半過ぎ冬の寒さが身にしみてくる
院内で年越し正月過ごしつつ医師の言葉にうなずく我は
い き
身仕度し呼吸ととのえて検温の次は我かと看護師を待つ
空腹に朝の御飯が身にしみる胃は満たされてホッと一息
眠いけど寝てはいけない服薬の夜の九時間近に睡魔が襲う
早朝のベル鳴る前に目が覚めて病室のベッドで服薬を待つ
東京の大学で治療するという主治医の話夢中で聞きぬ
初春の富士の光を心にとどめ望みをたくし祈る思いを
食生活も制限厳しく耐えがたし意を持ちてなす開腹手術
今月の病院通い丸印多くなりたる費用もかさむ
病の悪化気がかりなりて身も細く歩行も難儀す筋肉落ちて
日本中の新型コロナウイルスに自粛し活動せず過ぎ去るを待つ
感染死数増してきて医療不可いつまで続くこの恐怖感
血糖値低下せず一年にインスリン量変えても効果現れず
夕方の春の陽差しを身に受けて縁に座りて温もりあじわう
新しくコロナ患者が市に出たとテレビニュースに知りておののく

甘い物食べたいけれどままならぬ血糖値見ながら食加減する
肌寒く首の後ろに風はしり前から陽が差し温もり感ず
血液のサラサラ薬止めず飲む手術延期は医師の見落とし
快晴にかきつばた咲くあでやかな青紫に心洗わる
手術の前にコロナが寄りて離れずに入院先のあちこち変わる
ただ単に天井向いて祈るのみ手術が無事に進むようにと
四階より外を眺める院の窓満開に咲くさつきの花が
つかれはてベッドの寝起き苦痛なり足腰弱り寝たきりの院

無いのなら作るしかなし付け心地試しつつ仕上ぐ花柄マスク七枚

裸木に騒がしく鳴く鳥のいて訪ね来る人の無し今日のひと日を
交通事故で入院の友自転車にもう乗らないと後悔しきり
ようやくに退院の友メールには「楽しい事をいっぱいしましよ」
隅田川波に揺蕩う鈴鴨の瞬時に消えて水面ことも無し
人気なき街白くしてぼた雪の落ちては消える絶えることなく
空を指すクレーンの先の金色の月触れたきものよ腕を伸ばして
日に一度安否を問うて来る電話子等も安堵し吾も安堵す
黄に染めて未央柳の咲く道を帽子にマスク水持ちて行く
十日ほど放置されたる自転車の荷かごのごみに雨ふりそそぐ
櫓上にマスクを付けたる人の打つ触れ太鼓辺りに響く
大公孫樹次々降らす銀杏の木下黄に染む並木道ゆく
☆

☆

リハビリに精出し進むまた一歩元の元気を夢見て進む
体の機能動かなければ人形なり駄目になりたる機械と同じ
春の陽の山にはワラビぜんまいと自然は常に糧があるなり
心臓は体の要なり十分に血液循環し活動願う
退院後一歩も出ずに家の中じっと体の回復を待つ
暦見て足の手術に備えつつ長き入院のつらさを思う
退院し縁側に坐しながめてはキュウリトマトの実を子に採らす
長男よ遅くならずに帰宅せよ日々心配はコロナウイルス
雨の後晴天続き伸びる蔓キュウリ実になり隣に配る
晴天が長続きしてキュウリ育ちもぎりて味噌つけ毎日食いぬ
収穫したるトマトを洗う水道より湯が出てあわてて冷水を待つ
心臓に続き足の手術を耐え抜きてコロナに負けじと重々注意す
治療中にて食物選び甘味耐え日々のつらさも耐え続けおり
退院後の生活夢見てがんばれと寄こす娘の電話をささえに
病院の屋上すき間に巣づくりすハトがわずかな小枝集めて
時過ぎて痛みも薄れ歩く程足のつけ根の術後快方

長尾弘子
青空と私の姿混ぜ込んで吹き出すしゃぼん玉もっと高見へ
秋ふかみ向い風の心地よく遠廻りして行く買い物の道
丁寧に柊の葉彫るソープカービングキャンドル立てて手に慈しむ

湿りたる冷たき風の頬をうつ雪の近づく一日となる
夕焼けの空に真向かうバスに乗りビルの狭間を家路に着きぬ
中空に円を描きて鳥三羽やがて散りじり綿雲残る

元日の夜押し入れの掃除終りたり気付けば既に一月二日
中華鍋より上がる煙が客席に広がり店内白く煙りぬ
工事費用二十万円は保険対応と聞きて胸のつかえが取れる
洗濯機のエラー原因は排水口の詰まりと思い丁寧に掃除す
掃除後にスタート押せど洗濯機のエラー点滅消えずにつづく
朝一番メーカー修理を申し込み四日後と言われ日付を確認す
イベントの産直農家の準備した数多の農作物はいずこに
誕生日に貰いたるケーキ順番に四日間かけて全て食べきる
外出の出来ない日々に自転車でスーパーに行く遠回りして
営業は自粛で夜の八時まで仕込み量は変わらず目まぐるしき日日

食事中の父はトイレへその後はベッドでゴロリ連れ戻す我
七月のショートステイはコロナ禍で中止となりて父は在宅
八月のショートステイの持ち物を手際良く揃える五回目なれば

永野雅子

熱を帯びた重い身体で厨房に立ち深く息吸い釜で湯を沸かす
鼻水と咳が徐々に治まりて楽になりたり薬の効果か
微熱あれど朝の仕込みを無事に終える毎朝行う仕事なれば
風邪ひいて迎えた茶会の朝七時心引き締め着付け始める
早朝の出発なれど連休で三人別々の座席に坐る
どしゃ降りの滑走路を離陸したるのち朝日眩く眠気を覚ます
境内の地蔵尊に柚子積まれ自由にどうぞと張り紙のあり
毎晩のラジオ放送が寝る前の習慣となる午前零時

プレゼントにとネットで買った三種の香試しに使いどれも気に入る

仕事終え階段昇り我が部屋へラベンダーの香に癒され気分変わる

飲みながら料理を食べたその後にラーメンでしめる我が店に来て

パジャマ着てラジオの会話を聴きながら布団の中で眠気と闘う

千葉の姉はコロナ感染を懸念して三週間の自宅待機す
ウ ーパー
イ ー ツ
来客の激減しおれど持ち帰りと UBER EATS
の注文増える
の注文あればタブレットからのメロディー店内に響く
UBER
長き時間正座し続けた帰り道痛む右膝手の平で擦る
日常に茶道の時間が戻り来て忙しき日々に張りが戻りぬ
貰いたる薄紫の鮫小紋誂えものらし家紋のありて
コロナ禍で客足遠のく一方で新規の客がテイクアウトす
コロナ禍は新しき客を増やしたり若者は皆酒を飲まず

ミニコンポの低音響く心地よさいつもより音に深み感じる
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セブ島へのメンバーに親友の恵美子さん加わり旅の楽しみの増ゆ

左足に不安のあるもスープ作りに慌ただしき朝の仕込みの時間
痛む足引きずり弁当外売りす吹き付ける雨でＧパンびしょ濡れ
仕事終え夜には左股関節の痛み酷くなり屈伸ままならず
股関節の痛み話せば数年前に経験あると友は言い呉る
曲げられぬ左足を庇い二日間働けば痛みは全身にくる
今年の五月連休はセブ島にスマホで安い航空券を購入しき

チケットのキャンセル手続きは各自でとスマホに届いたメールをよく読む

セブ島は海辺で過ごす時間の多く水着持たねば買う必要あり

☆

旅行中止に不満のあれどコロナ禍の被害の酷さに文句は言えず

永光徳子
真夜中に静寂破るバイク音耳に馴染みて吾は安堵す
名を知らぬ多肉植物の鉢多く防寒対策テレビに学ぶ
こがねいろ
病室の窓から見える富士の山初日に輝き黄金色なる
新春の御節料理なく入院の吾の前にはカップが二つ
病室の窓から見える街並みは絵本の中の童話の世界
防音の厚きガラスに遮られ音無き世界に街はうごめく
早朝の空はピンクと水色に白雲浮かび野鳥飛び交う
山茶花の蜜に集まるメジロ達の姿美し声も美し
独り居に慣れたる吾の朝食は幼児の如きワンプレートで
若き日に集めし小鉢や洋食器一人となりて出番失う
春浅き高尾梅郷眺むれば旧街道はピンクに染まる
駒木野の庭園内の古民家で抹茶頂き昭和に浸る

サボテンの色褪せてきて水と肥料やりつつ「ガンバレ」低き声出づ

中島千加子

クリスマス・リースの下でアコースティック・ギターの弦を小指で弾く

「 HONESTY
」ビリー・ジョエルの若き声あのひとがとても好きだった曲
買はぬ吾に聴きたい曲をかけるよと笑顔をくれる口髭の店主

夜桜を華麗に浮き出すスーパームーン窓辺に寄りて飽かず眺める

ウイルスに汚染されたる此の星を大いなる月静かに照らす
目に見えぬウイルスに疲れた人々を癒してほしい赤き月影
朝毎に雨戸を繰ればわが庭に芽吹くみどりの色深まりぬ
夜半より雨風強く屋根を打ち冬眠の蟇の目覚め近づく
青空に飛行機雲の浮かび出て野鳥の群れは吸い込まれゆく
久々に娘と二人でマスクを作るコロナに負けぬ願いをこめて
冬雷の新しき誌を手にとりて今月こそはと名前を探す
永田さんの名前見られず四ヶ月無事を祈りつつ冬雷開く
庭隅にひっそりと立つ半夏生梅雨空の下白く浮かびぬ
梅雨の中茗荷は繁り根元からミョウガダケ出てそうめんの季節
コロナ禍に自粛生活家こもり時折飛来する野鳥に癒さる
日曜毎に末の娘が訪ね来る七日ぶりなる会話ある食事
コロナにて中止されたるトリム体操半年ぶりにマスクで再開
夏祭り花火大会中止され感動のなく夏は過ぎゆく
路地裏に篠笛の音流れくる里の祭りの神楽が過る
一日を無事に過ごしてゆったりと湯舟に浸かる至福の時間
草取りに抜かず残した鬼灯は見事に育ち赤き灯ともす
クーちゃんの墓のまわりは鬼灯の赤き提灯ともりて楽し
クラスターアラートリモートテレワーク令和二年に覚えた単語
ようやくに暑さ弱まる昼さがり木陰の椅子で雲を眺める
彼岸の過ぎたる今朝は肌寒く垣根に沿いて彼岸花咲く
白き雲千切れて浮かぶ昼下がり轟音たててオスプレイ飛ぶ
山梔子の葉を食べつくす揚羽の幼虫大きくなる日を野鳥は見てる

サポーターしたる両手を庇ひきて夜にぎくしやく身体の痛む
食料を買ひ占め奪ひ合ふ店を逃れて見上ぐ桜満開
自転車や車で過ぎたら気づかない桜の下の花韮の群れ
青空と桜の揺るる道つづく「ここまでおいで」もう歩いてゐる
咲きそむる桜に伸ばす指先は触るる感覚なく花を壊せり
さくら花こはしたる罪負ふ指で幹を撫づれば陽の温もりあり
一台の車の走りゆく風にさくらのハートは崩れ飛び去る
大木の乙女椿の花見上げ深呼吸すれば鳩近づき来る
きつと多分フラワームーンの化身だと信じて生ける芍薬の莟
宅配便受け取る度にお辞儀して告げるひとこと
「身体に気を付けて」
とりあへず今日食べるものあればよし出エジプト記を思ひ出しつつ

諦めてしまふとなぜか巡り会ひ買へる国内メーカーマスク
手洗ひの楽しみの一つ泡一杯ＯＫマークにシャボン玉吹く
今さらに三色団子売られゐて夜の紫陽花ながめ頬張る
柵の向う野生の紫陽花伸びやかに大きな毬を数多咲かせり
エコバッグ除菌スプレー予備マスク小き荷増える吾の鞄に
エコバッグ一つにをさむと決めてをりスーパー閉店まで三十分
落ち着かぬ生卵パック守らむとエコバッグごと抱きあげ歩く
「走りたい」設楽悠太のツイートに気づけば濡れてゐる吾の頬
「新しき」より「感染症対策」が妥当な呼び名の生活様式

まづひとつき対症療法やつてみよう血清注射と鉄剤を毎日
亡き父と同じ病に倒れたるひとの手紙は濃き鉛筆の文字
便箋の手書きの文をくり返し読みて勇気をもらふ吾がゐる
春の陽のいろを纏ひてフリージア誕生日の朝ほほ笑みの出づ
白梅が咲き始めたとツイート後ふたたび逮捕の槇原敬之

薄き血の原因は不明と告げられるおぢいちやん先生どうも有難う

「プラスワン」池江璃花子はウイッグを取りパリ五輪を目指すと笑ふ

こんなにも寒き夜中に見つけたり季節外れのサボテンの莟
狂ひ咲くサボテンの花を楽しみに野菜スープの夕食済ます
街中のクリスマスの飾りバリバリとはがされ始む二十四時過ぎ
父が逝き祖父母をぢをば次々と亡くなり賀状を辞めて十年
またけふも吾の言葉は遮らる唇閉ざし口角を上ぐ
雨音はどんな音なの？手話に聴く目は穏やかに窓の向うへ
枝に添ふ梅の莟をたどる先カスタードクリーム色の満月

昨日まで山積みされたる箱マスク消えてしまひぬコロナ・ショックで

「スポーツで日本を変へる」と怪我を超え来夏へ向かふ内村航平

物事の多くを個室の端末で済ますは昔のＳＦ漫画のごとし

バースデイカード送る準備をしてゐたら届いた手紙
「元気を出して」

腱鞘炎悪化し家事とパソコンとマスク作りはドクターストップ

花粉症なればマスクは必需品さがし数ふる去年の残り
花粉よりコロナ・ウイルスの情報が画面を埋むパソコンを切る
朝五時に店に並べず真夜中のネットショップにマスクを探す
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流行の布マスクでなく不織布が都心のビジネスマンのユニフォーム

薄暗き部屋に明るみ吾を迎ふグレープフルーツ色の向日葵
この街に見慣れぬ白き鳩のくる三浦春馬が逝きてひと月
灰色の群れに避けられ新顔の真白き鳩は孤独に歩く
紫陽花の枯れゐる茎に蔓を張り濃き紫の朝顔あまた
右ひだり高く低くに咲く朝顔冴ゆるむらさき秋へ咲き継ぐ
こんなにも広かつたのか観光客五六人ほどの都庁展望台
東京の街にずしりと重く乗る鉛の色の厚き雨雲
一巡しスカイツリーを鈍色の街に見つけてなぜか嬉しい
秋祭り中止となりて駅ビルに金に輝く神輿飾らる
品揃へ豊かになりたる WEB
カメラ最もシンプルな一台選ぶ

予約せる朝の車両に風邪のため乗れず日暮れにゆるゆる出掛く

中村哲也
よ

停まるたび乗り降り激しきやまびこ号周囲に坐せるひと入れ替はる

キャリーケースなど無き頃はそれぞれが抱へる程で遣り繰りせるを

仙台発やまびこ号の夜の席は東京駅まで行く人僅か
窓外に灯りの見えぬ闇のなか新幹線の速さ増しくる
昨日まで百円に買ひし自販機に百十円の表示が並ぶ
見積が届く会社の倒産の報に社内の皆で驚く
今年また街路の楓は色付かずそよげる風が枯葉を散らす
日曜のバスの車中は高齢の男女の乗客多く驚く
日曜の朝の街には粛々と落葉掃く音のみ聞こえくる
キャリーケースを引きて来たれる人多くバスのトランクまたたく埋まる

土曜日に出勤したれば向ひ合ふ会社にも出勤したる人をり
降水の高き確率予報にて傘持ち行けど差さずに帰る
非常ボタン押される故に動けぬと放送ありて電車動かず
車掌らしき人がホームを走りゐて座す人立つ人静かに待てり
発車の気配無くて電車のドア内に立ちたる人は外を窺ふ
十二分遅れて着けば改札へ向かふ人らの足取り早し
未明より小雨の降るに傘差さず濡れ行く若き人のをり
持つ傘のビニール黒ずみ骨の錆見えても差せれば買ひ替へ忘る
今度こそ今度こそとは思ひつつ食料買ひて傘買はず来る
学生の気の緩みかな飲み会で十五人もの感染者出す
アルバイトが新型コロナに感染と営業自粛するコンビニのあり
はやばや
コンピューターソフトと試しに対局し早々王手飛車取り喰らふ
点滴で抗生物質を四日間も投与の末に瞼の腫れ引く
帰宅して飯を食べれば眠くなり平日夜の学びの出来ず
左手に常に英語の参考書置きたる女性は九時には帰る
会社法などの解説書を読める男は飽きてかスマホを眺む
う た
大方は資格取得の勉強の人等の中に短歌の本読む
七年で定年となる今更にいらぬと思ふ資格や語学
図にすれば以外に近し同僚の妻の職場の家族といふは
同僚は妻の検査の結果まで自宅待機となりてほつとす
同僚の仕事を片付け我が仕事終へれば既に十九時を過ぐ
歯科治療予約取り消し同僚の妻の結果を待つ日の長し
中秋の名月曇りに見えぬかと思へば見たりと言ふ人のをり

コロナウイルスに工場なべて稼働せぬメーカーありて納期は如何に

膝に乗るボストンバッグを一つ持つ他に無ければ気楽な旅路
年末は自社のバスでは足らぬらし赤や緑のレンタル並ぶ
雪降れる外へ素足にサンダルで煙草を吸ひてはそそくさと入る
雲一つ無き冬空を飛ぶ烏一羽が黒き点になるまで
本日の最高気温は十度超え冬の衣服は下着汗ばむ
一月の異常な陽気に惑はされ街路の楓は僅か葉を出す
二月となりやうやく雪の降れる日に冬の感覚思ひ出したり
マスク無く激しく咳き込む男ゐてその日の夜に悪寒のしたり
空晴れて建国記念日祝日に風邪ひく我はひと日臥しをり
三月も近しと言ふに朝に吹く風の冷たさ真冬を思はす
降り来たる雨に濡れをる人なかで傘を開くはきまりの悪し
マスクせぬ人が却りて奇妙なる雰囲気抱けり今日街なかに
ひと月を経てもコロナの収まらずマスクの不足深刻になる
トイレツトぺーパー今日も店に無し震災直後も有りたるものが
出勤の途上に仰ぎ花見して今年で二十九年目となる
我生まれ出づる前よりここに咲き我亡きのちも咲く桜見る
コロナにて工場動かず注文品納期未定の文字並びゐる
街並みの灯りし上にこの年のもつとも大き月光りゐる
連休の明けたる電車の車内には新入社員か若者多し
夕影が女の下げ持つビニールを透かして見える弁当二つ
速足に並びて歩む二人連れ終始無言に我を越し行く
携帯に話したる大久保修司氏の翌日逝去の報に驚く
絶筆に近しと思へる礼状は逝去の翌日ポストに届く

野村昭一郎

時かけてチキンサンドを食ひ終へぬ急かさるるなきカフェの窓際

スマートフォン離さぬ人らの目を向けぬ車窓を移る山の連なり
雨のあと刈り上げられたる生垣の息吹こもれる直角の線
目の前のわれを恐れぬ尾長鳥ひと声啼きて糞放ち去る
「あと千回の晩飯」といふ本ありき予想を越えて著者の生きしが

死亡記事わが齢ごろが死にどきかその病名のさまざまにして
わが窓の正面遠く鉄塔の並びゐて朝の雲湧き上がる
負ひ紐で児を抱くパパはタブレットをフリックしつつ精算を待つ

景品の重きポットを届けくる新聞店員もう若からず
老成と言ふにはまこと遠くして一字違ひの老耄われは
街空を覆へるビルの間を抜け飛ぶ鳥たちの羽打ちしなやか
墳墓とのみ刻める小さき墓石を春の彼岸の日差しが包む
高層のビルを見かけぬこのあたり空の明るき町筋をゆく
口数の急に減りたるカミさんは消し忘れたるガスのこと言ふ
蛇口から僅かに漏れる水滴の間を置きて落つ夜の風呂場に
かはゆしと声掛け過ぐる老い達ににこりともせず立てる幼子
珍しき生きものを見る目付きにて幼き者の老いわれを見る
一機また一機と続き空港へ帰る機影の翼灯ひかる
停車ながき貨車の積みたる鉄骨を春の小雨の音なく濡らす
乗り遅れ下校の友とすかんぽを噛みつつ歩きし線路の長さ
残りたるわが乱杙歯十七本磨き褒められ毎月通ふ
疎ましく曾て思ひし父親の薄情の性われに濃くあり
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コンビニとカフェとスーパーの灯の点きて人気絶えたる大路に雨降る

わが終の遠からざるを思ふとき夕焼空に遠く塔の灯
日に透ける白木蓮の若き葉は重なり合へど影を作らず
風はらむ欅青葉を打ちたたき梅雨間近なる雨粒荒し
この辺で聴かぬよき声持つ鳥の囀る樹あり町の一角
この逆はまづ少なくてほとんどは夫ヨタヨタ妻はスタスタ
利用者の氏名記入の達筆を褒めてシルバーパスを戴く
店先に置き並べたる自転車を青葉の風が吹き抜け通る
篠懸は若葉青葉の二色に葉裏透かして風にそよげり
バスを待つ人等踏みたる桜の実色濃く染みて舗道に残る
羽化に似て固き捩れのゆるみつつ梔子の花開きゆくなり
我が窓の視野を白鷺横切りていつもの空の目覚むる如し
音もなく雨降りやまず百日紅白き花房重く垂れたり
梅雨空に光は見えず遠花火手をとめて聞く音の止むまで
青梅雨といふ名いつより使はれし木々の緑をふかく沈めて
無効なりと書かねばあるらし自作自選この不可解のなにか笑へず

何ものも持たず残さず軽軽と風に吹かれて蝉のむくろは
鳴きやむを待ちゐたるごと朝の蝉しばしの静寂おきて鳴き継ぐ
しやがみこみ幼き姉と弟がじつと見てゐるぺちやんこの蝉
飽きもせず同じ材料四種類入れ旧式のミキサー回す
遠ざかる電車見送る少年の耳が追つてるレールの響き
数本を替へて素早き筆さばき時間違はず似顔絵仕上がる

餓ゑ満たす外食券食堂の肉じやがはすぐ売り切れの札立ちたりき

棟の影いつか伸びきて夕となる塀の茂みに虫の声湧く
枯れすすむヱノコログサの花穂の群路地来る風の休まずに吹く
門柱のみ残る工兵学校跡歩哨哨舎に落葉降り積む
友打てる数多のボール黙々と球投げ役の少年ひろふ
買物籠置けば瞬時にモニターに一覧が出て会計終る
図書館のカウンターの顔消え失せて自動貸出・返却機並ぶ
朝凪のビルを映せる運河沿ひ白木蓮の冬芽光れり
鉢植ゑに宿るカタバミ青々と十一階の風にそよげり
カミさんの独り言いふ声のして日移りはやき秋のベランダ
十一月カレンダーの絵は街灯の点き始めたる巴里の裏町

躑躅咲き山法師咲く停留所疫禍の街に人影を見ず

乗り合はすマスクの人と離れ立ち言葉発せず夜のエレベーター
籠もること以外にはなき合言葉「ステイ・ホーム」に更くる春の夜

防疫の自粛のつづく夜の道マスクの散歩黙し行き交ふ
更けてなほ体育館に点る灯に十一月の寒き雨降る
咀嚼遅く急けば噎せこむこの我に病院食の一斉回収
しつかりとおむつ膀胱カテーテル寝たきりとなる術後の二日
ナースコール押して深夜の便始末冷たき手の平素早く動く

目に見えぬコロナウイルスうつらぬよう接触さける親しき仲も
何も彼も延期中止で日が過ぎるふさぐ気持は家事に救わる

正体の解らぬ怖さ迫りくるコロナウイルス姿は見えず
人集う楽しき時間を奪いゆくコロナウイルス得体の知れず
公民館行事は全て中止さる準備かさねし祭りも全て
一週間かからず整地終りたり人の暮しの跡かたも無く

暮れてゆく空夕焼けて少年の「ぢやあね」と「バイ」の声よく透る

早緑を風の渡れど離れ立ちマスク忘れず人等は並ぶ
日の射してまだ新しき切株を覆ひ鋸屑強く匂へり
手渡しに荷箱積みゆく一列に動き遅るる年嵩一人
泳ぐ子の去りたる河原の藪原に夏鶯の繰り返し啼く
人去りて夕影うつす川波に残る釣り師の笠の動かず
気味悪く見てゐし父の手の血管いまわが甲に太太と浮く

今晩の夜勤の若き看護師が交代を告げ長き夜はじまる
目覚むればひつそり影の入り来て溲瓶いくたび取り替ふ夜明け
病室に妻持ち来たる冬雷誌痛み忘れてページをめくる

月かわり季節は秋になるはずが暑さ続きてへきえきする日

ベランダに届く春光あたたかしパンジーは盛りあがる程咲きほこる

☆

いつからかランチのメニューはアラカルトつらくなりたり食べ放題は

廣野恵子
懐かしむ用心なしにかぶりつきおいしいおいしいと食べられた頃

カタカムナうたひ聴きたし雨の朝心穏やか九六三ヘルツ
年代は同じくらいか歌読みて我の思いにかさなる多し
オニユリは手入れ無しでも咲き続きぬれた地面に花びら散らす
長雨を測り損ねて始めたる壁塗り替えのシートうるさし
コロナ禍に体調くずす友多し今に合わせて生くる他なし

この工事最後だろうと夫は言うしっかりとした家残したし息子には

人々の大騒ぎするマスク不足作れば良いと我らは思う
緊急事態宣言の週末「今週の本棚」欄は充実の増頁
夏日になり南風吹き汗ばみぬ季節のうつり驚く早さ
知らぬまに立夏になりたる令和二年昼は夏日で朝はひえびえ
コロナ禍におのずと変る死生観あらためて知る老後の長さ
次々と花が咲く庭緑増すコロナ禍の中すがすがしくて
訪問を待ちて喜ぶ人のいて長びく閉鎖に心配つのる
世界中感染症でさわがしい陰謀説も多くとびかう
青々と広がる空も区切られて窓から見ずらくなるか流星群
もしもしの第一声のくぐもりに後悔の念わく友への電話
植木鉢にネジバナ一本まぎれ咲く小さいながらランの仲間よ

風が吹き雨足強くなりはじむ予報信じて帰り早める
緑濃き杉林の中銀杏散りフカフカ沈む足元やさし
瀬音の湯小春日和に堪能す街場とちがう木々の色づき
良き物は捨てず大事に使いたし喜びは時をこえ連鎖する
人生は思うとおりに成らぬもの改めて知る老後のやまい
病名は筋膜性疼痛症候群老化にあらず笑いとばせず
毎日を痛む足ひきゆっくりと立ち歩きして年を越したり
若き日の場所たりぬ程賑わいし年賀の集い今は懐かし
芽吹きつつ季節は春に向かうのにコロナウイルスに心はずまず
友逝くと知らせのありぬ寒き午後盛りの紅梅青空に映ゆ
暖かき二月半ばに弾みつけ我が身励ますつるし雛提げる
可愛らしき雛は柔らかな表情で色とりどりに日差しに光る
締め切りに押されて我が身励まして不思議に痛さ忘れて過ごす
暦繰る画面は花であふれいるコロナウイルス騒動のなか
啓蟄と聞くより先に暖かし春の気配は暦を抜きぬ
黒き土に紅きツバキ落ち水仙の黄と共に西日に輝く
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テレワーク週に三日と言う人は以前の仕事もうないと言う
球場の観客減らし試合する鐘太鼓なくテレビは静か
久し振りに完全自粛の友と会い雰囲気変りてそうそう帰る
家にこもり御身大事の毎日を過せる友とさよならの心境
何年も続きたる読書会なのに老化に加えコロナで開けず
言葉かわす少し親しき人がまた鬼籍に入る今年三人目
世話になるつもりでいたと涙ぐむ孝行息子に先に逝かれて
ものに皆順序があるとは言い難し気を病む事は馬鹿らしきなり
書道パッチワーク洋裁残りたるあれこれ譲りホッとする
☆

ハロウィンの菓子買い来たり少年は幼き従弟等そわそわと待つ

藤田夏見
芋南瓜砂糖卵のシンプルな焼き菓子添えてハロウィンパーティー

外出中全焼したる友の家ひとり留守居の姑亡くせしと
「出来ることある」「又その時は」火事を知り友との電話のやるせなきこと

山上の村のなだりに咲き継げる笹百合の花絶やしてならず
笹百合の七輪の莢の種ほどく小春日和の笹山に来て
笹山の笹の根引っ掻き笹百合の種を落として枯れ葉を被す
十五歳の少女が練りたる旅の案娘の家族と京都に遊ぶ
白妙の天の橋立に寄する波少年の靴「濡れた」と騒ぐ
自転車にロープウェイにモーターボート幼の声は楽しさを増す
嵐山を映す川面は紺ねず茶人波の中渡月橋を行く
蒸す搗くは釦ひとつで一時間ひとりちぎりて餅をまるめる
ただひとり思いのままに搗く餅を好物と待つ夫と姉あり

笹百合と向き合う写真のわが姿蝮マダニに完全防御
薄雲に数えるほどの星の中煌き駆ける宇宙ステーション「きぼう」

初めての孫の片言囃しつつ餅つきの庭に族揃いき
正月餅一斗の米を五うすにつぎつぎ取りて皆でまるめる
緋めだかの光るブルーに黒めだか松の根本の石臼の中
自転車の少年等のみ行き交える人影のなきハッピーマンディー
シンガポールの観光終えて電話口の落ち込む友に
「買い物まかせて」

ジャンボタニシ見つけ次第に手に潰す一夜のうちに早苗食べるを

二週間家より出ぬと言う友の生活用品玄関に置く
ほどきたる備後絣を持ち行きて姉を頼りの綿入り座布団
昼下り母との思い出語りつつ布団を作る姉を見ており
敷き重ね綿を千切りて整える言葉にしつつ布団なす姉
黒の地に赤い格子の長座布団幼二人の並び昼寝す
白椿娘の記念樹のぽたぽたとままごと遊びの幼等の声
腐葉土を掻き分けながらスコップを深く差し込む筍の根に
庭に炊く羽釜の筍「のどかね」と煙の中より姉の声する
雨上がり覗く筍見渡して掘らんとひとり篁の中
金平に餃子ばら寿司ハンバーグ筍飽きたと言われぬように
次つぎに出る筍を掘りゆきて伸びたるものはその場に倒す
竹の子は一節ごとの皮を剥き十二単衣のかぐや姫思う
晴れ渡る真夏日なれど早苗田の水心地よく挿し苗進む
声高に言えるものには無けれども作りしものを今日もいただく
軽トラックの荷台に三人農婦らの挿 し苗するらし腰に籠つけて
野に戦ぐシロツメグサと姫ジオン茅花の中に紋白蝶舞う
万葉の草花かぞえ奥山の土地守りこし人の逝きしと
奥山に四戸ぽつぽつ家のあり木漏れ日の中笹百合揺れる

古嶋せい子
花閉づるときに色濃くなる芙蓉ゆふべの庭のいろどりとなる
西の空くらく東は明かるめる雲の下ゆく傘をたたみて
こぼれ種に咲く朝顔が去年よりも色濃く咲けり数をふやして
期待せぬものの中なる朝顔の長く咲き継ぐ生きよと言ひて
紅葉を保ちつつまだ散らぬ葉を朝夕に見る硝子戸越しに
花みづきの紅葉せる葉のかげに見る紅の実の思はざる幸
隣家の柿の落とす葉あさ夕に掃く隣家は人住まぬ庭

下枝より咲き始めたるさざんくわを見てをりことし身を屈めつつ

土に近くさざんくわ点る庭のうへけふ立冬とテレヴィが言へり

花みづきのもみぢ葉に降る雨の音とどかぬ音を記憶に聞きぬ

パンジーを植ゑてことしの冬の庭むらさきと黄とそれだけの色

会ふたびに新しき服着る娘よろこびて見つあやぶみて見つ
歯科の椅子に眠り催すことありて歯科衛生士のやさしき手当て
この年の終はりの暦ふゆげしき名刹の庭の紅寒椿
野良猫の子の一匹がわれに狎れ足にまつはる尾をふるはせて
とねりこの花さやとなり風くれば動けり莢の音きこえねど

フェンスのランタナの花をはりゆくを見つつ過ごせり夏から秋へ

恙ありて庭に立つ日のまれにしてけふのつはぶき黄を見たる幸
茎立てて黄を掲げたるつはぶきにその色の蝶はねをたためり
たかむら
竹叢に雀の声の聞こえきて欣喜雀躍とふ言葉おもひぬ
猫じやらし水引などの立てる庭くさ抜く事もせず過ぎし夏

木犀のあまり匂はず過ぎゆきて今日さざんくわのともり初めたり

追いかけて暑さを言えば乗り来たり何処かに行きたいと隣の老婦人

若苗はジャンボタニシに喰わるると又も田に入り挿し苗の人
家を継ぎ米作り来し夫にて委ねるものなき田圃を又言う
稲の葉の水面にわずか覗きつつ風に戦げる半夏雨の後
巣立ちたる燕便りの次々と LINE
賑わう梅雨晴れる間の
錆色に縮れる稲の葉消毒す噴霧器背負いて沼田を歩く
ぶん
錆色の外葉残るも稲株は日々新たなり分けつ進む
二人して炭火の前に酒飲みの酒飲まぬ訳それぞれなりて
梔子の青葉に光り乱るれば白き花かと凝らして見つむ
皆籠る暑さに隣の老婦人歩いていると夫の告げくる
散策に神社へ誘い「写すよ」とスマホ向ければほほえむ老女
狛犬と鳥居をバックの老婦人 LINE
は家族に居どころ知らす
助手席に老婦人乗せ県境の山沿いの道ドライブ気分
苗ポット並べ芽の出る秋ジャガのひとつひとつを土に沈めて
赤ヘルの野球談議の孫と夫お好み焼きすテレビのまえに
「三人の母なる娘強くあれ」と言葉飲み込むコロナの鬱に
微熱とて新型コロナに萎縮する気弱なる娘の杖にならねば
掘り置きて十日を待てる薩摩芋塩レモン味の芋けんぴなす
焼酎に砂糖しお漬けはつ夏の島に摘みたるレモンは醸す
餡を練りジャムを炊き込む昼下がり彼岸の過ぎて馬肥えるゆえ
新聞紙を張り合わせ葡萄の袋とす冷や飯の糊母は炊きにし
自死という三島由紀夫を語りしは駅前「紫苑」十九歳の初冬
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眠りこぬ夜を嘆きつつ枕べに重ぬる文庫のつづきの表紙
夜半覚めてそののち去りてゆく眠り追ふ事をせず思ふすぎこし
低く舞ふ蝶を見て立つ庭暮れて季節うつりてゆくこの年も
花の名に長くかかりて思ひ出づ友に貰ひし柏葉あぢさゐ
パンジーを並び植ゑたる庭のうへ今年の雨の音なく降りぬ
さざんくわの木をおほふ花その色の川をへだてて見ゆるわが庭
竹爆ずる音の届きてどんどやの火を思ひをり部屋の中にて
虚飾捨てよといふ如く立つ裸木の並ぶ道ゆくひとりの道を
御正忌の講話の中にユーモアの混じりて御堂が暖かくなる
御正忌のお斎の煮〆みやげにと持たせてくれつ小く包みて
水仙の花待ちてゐる日日過ぎて今年も咲かず葉のみ茂りて
摘みてきて部屋に置きたる白き花庭とおなじく夕べ閉ぢたり
とねりこの細葉ちりたる庭を掃く小さき箒のまばらの秀にて
わが町の公民館も閉ざしたりウイルスといふ見えぬ災ひ
さみどりの草おほふ土もちあげてもぐら作れる森の中道
道のべの草に屈みてクローバの四つ葉ふたもと見出だせる幸
山に啼く鴉の声のただならぬ叫びに聞こゆひとり歩けば
ポット沸くかすかな音を聞きとむる耳をたのめり願ひにも似て
雨に濡れ花びらのいろ濃く見ゆる桜を仰ぐ歩みを止めて
咲きなづみそののち急ぎ散るさくら嘆きつつ見る硝子戸越しに
花散りて白くなりたる朝のみち雀めじろの声も去りたり
この雨にことしの桜をはりたり傘に降る雨ききつつ歩く
山法師の苞きはだちて花のごと見ゆ曇り日の空の下では
花みづきの美しきとき早く過ぐコロナとふ名を多く聞きつつ

デカダンスといふ言葉などこの頃は言ふものもなしジャズを聞きつつ

食べたきものは何とおのれに尋ねつつ耳に聞こゆる遠き雷
一刀両断といひつつ空を見上げたり七日の月を浮かべたる空
花閉づる時に色濃くなる芙蓉晩節汚すといふこともなく

松居光子
リビングよりファミリーらしき三匹の猿がフェンスを伝ふを眺む

里山に餌のあらぬか猿の来てマンションの庭にたむろしてをり
道の辺に紫色の名も知らぬつぶらなる実の熟るるを見たり
図鑑みて「ヤブミョウガ」と確信す茗荷によく似てゐたる葉なれば

生きてゐるゆゑ保たねばならぬ事すくなくはなし身じまひなども

雨つづく庭に真白き苞ともし山法師立つなぐさめのごと
白とのみ思ひてゐたる山法師の苞のふちどり淡き紅
鶯の早く終はりてこの春は小綬鶏も遅し燕まだ見ず
櫻桃忌忘れて過ぎて河童忌のけふ朝より胡瓜を刻む
麦秋の頃ときけども麦の穂を見ず麦飯も記憶となりぬ
筍のときに気づかず崖に立つ笹の葉そよぐ竹見上げたり
木洩れ日の下にたたずみ浮かびくる言葉ひろひて歌にしてをり
庭に来る野良猫の子の尾を立てて搖らす仕種を褒めて餌やる
風とほる坂道に来てカート置き腰をおろしぬ蝶も休めり
離れ住む娘より送りくるマスク白きレースと赤き花柄
朝ごとに計る血圧低く過ぎ躰重もまた増ゆることなし

茄子のあく抜けきらぬまま具としたる今朝の味噌汁いふ者もなく

あぢさゐのさし芽いくつか試みて待つ芽こぬまま大暑となりぬ

時くれば乏しき花をともす庭こごめ桜のこの年の色
母の齢はるかに越えて見る夢の中に幼くもの言ふ吾は
人の声きかぬいちにち夕ぐれの猫にものいふひもじくないか
あうち
桐 楝 藤のむらさきそれぞれの濃淡のいろ山を過ぎたり
眠りこぬ枕に届く空よりの音飛行機に人起きてをり
ブルービーといふ幸せを運ぶ蜂あきの阿蘇野にあらはるるとぞ
冬鳥の多く詠みたる蟬の歌そらんじてをりその幾首かを
時決めて歩む夕べの道に聞く法師の蝉のこのごろ近し
新しき病ひと熱中症おそれとらはれ人の如き起き臥し
朝顔のまだ萎えぬうち庭に出てこぼれ種にて咲く花を褒む

会ふことの叶はざる孫らはスカイプに元気な様子を見せてくれたり

五年まりの米国勤務を終へたる子コロナ騒ぎの中帰り来たりぬ
二週間の自宅待機を要請され如何に過ごすやと案じてゐたり
マスク付けずいきなり咳き込む人のゐて思はず横向き場を離れたり

営業を再開したるデパートに箱入りマスクあまた積まれをり
列に並びてマスクを求めし映像が嘘かのやうに買ふ人を見ず
外出を控へ電車の回数券つかひ切れずに期限切れたり
残りたる乗車賃を返金すと駅の掲示板にお知らせのあり
はからずも返金されたる運賃で小筆一本贖ひ得たり
軽やかなピアノの伴奏ここち良し今朝も励まんテレビ体操

「えらいね」と親にほめられ幼子は登り切りたり西郷どんへの階

松本英夫
南洲を仰ぎ見るがに咲き残る九月の尽のアメリカデイゴ
子規記念球場脇に丸き句碑子規は聞きしや銀杏落つるを

宿題を持ちて田舎へゆきし夏井戸で冷やしし西瓜の旨き
竹林の枝の間より輝ける名月出づるを待ちて仰ぎぬ
十六夜の月も清らに照らしゐてわが身洗はる心地のすなり
人や物の名を思ひ出せぬこのところ代名詞ことに増えゆく会話

梅雨明けは近いか初蝉聞こえきていやでも真夏に入りてゆくなり

雨にぬれ色増し光るもぢずりに梅雨の最中の憂さを忘るる
久々の晴れ間に蝉の鳴くを聞く雨に濡れたる若葉の中より

あら草に混じりて咲けるもぢずりのピンクの小花ねぢれて揺らぐ

行きつけの美容室なれどドリンクのサービスはなく会話少なし

寒波なく穏やかな冬を過ごしゐしにけふの寒さは身にこたへたり

けふ一つ植物の名を覚えたり何といふことなけれど嬉し
暖冬の空高く澄める年明けに地元の神社へ初詣せり
焚き上げの火に迎へられ境内を歩みてゆけば心落ち着く
オール電化の家に住まひて久しきに炎を眺め癒されてをり
振舞の善哉いただき身も心も暖められて豊けくなりぬ
社中展のわが書作品の前に立ちメリハリ足らぬと反省しきり
書きてゐる時にはわからぬ欠点も表具さるると粗の出て来て
墨継ぎに気を付けメリハリ利かさんと次の作品にわが対ひをり
無農薬のレモンを数多いただきて輪切りにしたるを蜂蜜に漬く
のみど
温かき交はり思ひながら飲むレモネード殊に喉にやさし
立春の後に寒中のごとく冷え今朝はこの冬初の氷点下
統計上もつとも遅き初雪のけふ二月十日わが地に降りぬ
「クラスター」「ミングル」といふ耳慣れぬ言葉を知りぬ新型肺炎に
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数多なるお知らせメールを停止させゴミと捨てゐし時よみがへる

十五号台風千葉は全半壊上野の森は銀杏にほふ
昼つ方木漏れ日射して岩の照り水音さやか槻川の澄む創展を
読みつつ来れば描く人の閃き汗の沁みとほりたり
風邪を得て横になりたる二日間時計の針は待つことのなし
熱ありて床に伏せれば忙しなき妻の足音ドアの下より
「今度こそ」力をこめて取り出せる体温計は平熱示す
一年ぶり遇ひたる階下の中学生肌つややかな娘となれり
霧こめて彼方のビルの陽に柔し孫は修学旅行の朝明け
東京駅へ近づくにつれ緊張の増し行くラッシュに揉まれて旅へ
トンネルを出づるやカメラ構ふるも富士雲隠り富士川を過ぐ
小天守の石垣あらはれ家康の息吹ただよふ駿府城跡
昼つ方弁当広げる女性には日常なるや駿府城公園
見慣れたるチェーン店には目もくれず沼津の鮨食む静岡駅中
一万の歩数を知るや背負ひたるリュックの重さずしりと足へ
漆黒の日本平の坂上りバスは着きたりホテルの光へ
駿河湾清水の向かう沼津の灯海の彼方にかすかに浮かぶ
山越ゆる送電塔を守るがに赤き灯闇夜に点滅をなす
小夜更けて清水の明かり眠るごとちらつき治まる風鎮まりて
富士暗く清水の港の数多な灯未明となるも輝き消えず
池田山住宅街を下り来れば広き間にねむの木高し
皇后の九首の歌を読みゆけば君への情満つねむの木の庭
今夏にはねむの木の庭訪れてほほ染む乙女のねぶの花見む
山二つ越えて歩みを止めにけりかつて十キロ今一万歩

「山神さん」アナウンサーの予報士を呼ぶやはらかき朝のハーモニー

操
☆

コンパスに万力糸鋸動員し鉋に仕上ぐる丸きコースター
捥ぎたての胡瓜の棘の指を刺す身を守る進化は茎にも葉にも
雷鳴の破裂し雨の打ち叩き彼方のビルの白に沈みぬ
梅雨晴れ間かいこうづの花下道を赤赤と染め踏処をさがす
マスクせるロングスカートの母は子の震る自転車へ声かけ走る
七年の闇の宿りを発てる蝉きらめく森の眩しかるらむ
太陽を浴びてヨガする老人の赤銅色の胸に汗照る
氷雨降る鮒釣堀の傘の下老夫が独り浮子を見つむる
鉄の爪鉄筋捩ぢ切りコンクリの堤を砕き堀の消えゆく

矢野

秋暑し潮風夕日受けた地区みかんの味に定評がある
山肌に対角線のさぬきふじ雲のかげ落ち境くっきり
欠席の友へ同窓会写真さっそくコピー送り届ける
株の値の上り下りに気が向かずいつも通りに昼餉の箸を
山の肌対角線を讃岐富士くものかげ落ち境くっきり
あと口の悪い水道水に似る花を持ち行き不在だった
みず飲みに入りさき程さがしてた貯金通帳まな板の上
減塩に大根おろしやき魚とうふ納豆しょう油使わず
温室のきんかん数多並べられ一パックのみ初物を手に
毎朝の珈琲かかさぬ妹へスターバックス一袋を買う
気に入った器に顔を近づける工芸展の係は叱る
青首の大根上部うすみどり醤油の色に染めず味わう

日を追ひて高くなりゆく棒グラフ「オーバーシュート」の体の芯まで

早産の危機を乗り越え門に立ち母は手を挙げ幼むかへる
母帰り食事もよそにをさな児はソファーの上にうたひをどれり
子供の日幼はゑほんを逆さまによみて聞かせり這ひよる弟に
料理屋の出窓を舞台に幼らは舞ひ踊りたり子らの世界を
マスクしてスーパーへゆく路地裏に久留米つつじの赤き花叢
不急なる外出できず入学の祝ひを詰める手紙をそへて

マスクとり子ら遊びゐる公園になんじやもんじやの花さかりなり

兼好を読みたし見たしと思へども本屋図書館その戸の開かず

も

マスクせぬ人に「つけろ」とちらり射る我に潜める「自粛警察」
つれづれにクイズを競へば部屋中に声の弾ける巣ごもりの昼
ソーシャルディスタンス
よ
大鷺は社会的距離保つやにゆらり歩みて釣り人を避く
フィナーレのやうに見ゆるも揺りかへす新たな波の序奏とぞ思ふ

一尺の風に撓へる胡瓜の苗天まで翔けよと支柱を繋ぐ
空を切る胡瓜の蔓は支柱得てそろりそろりと絡みつきたり
てのひら
くろ は え
掌 を凌ぐ胡瓜の青き葉の黒南風わたり靡きてをるも
新しきランドセル背負ふ子を両親はあちこち向かせりスマホかざしつつ

し よ

何気なく目をそそぎたる冬雷集大久保修司に「故」の冠よもや
黄に咲ける胡瓜の雄花のかなしさよ雌花の口に触れることなく
青空に伸ばしたる手の虚しくて手と手を結ぶ胡瓜の蔓は
はつとせしも熟せぬ歌を繙けばをりふしの思惟ふつふつと湧く
何 も せ ん
今月の九首出し終へオランダの niksen
とふ癒しに浸る
春眠をむさぼりをれば浩然の啼鳥聞こえずベルの音高し
洗濯機ぐおんぐおんと回り出し今日のひと日の廻り始むる

コロッケを二つに豆乳一本のきょうのお昼は車の中で
パトカーのうしろの走行充分な距離とり平常心を
二月だが店内冷房使用中やさいさかなににくの鮮度へ
七歳児登下校時の事故ハンドルさばき徐行に徐行
肩の下湿布剤はるその位置のシャツに貼りおきおもむろに着る
置きざりのスーパーカート戻し置くたとえ神様よこ向きだとも
初花のミヤマキリシマ一束を枝ぶり選び産直に買う
手作りの色や模様の店内にマスクの手芸展の客たち
ミステリーの悪役思わす黒マスクこわき雰囲気ちかよりがたき
初夏に入りごきぶりホイホイ五個を置く小さいうちに捕えておかな

歌集を手にまずカバーを三つ折りすあとがきの箇所はさみ読み出す

単一と単二を違えラジオには合わずどしゃぶりのなかを店まで
新発売上林春松製濃い茶綾鷹くるまの中にてのむ
すわる立つ男九人は二時間の開店を待つパチンコ屋まえ
車窓より立て看板の〈ところてん〉十分後には高松駅へ
おろしつつ初夏の香りの新しょうが冷やっこへ薬味あしらう
標識の〈止まれ〉に素通り妹は違反切符を切られたという
みぎひだり走行車なく赤信号すこし離れて道を横ぎる
冷茶づけ漬け物だけの朝食はあきのこない夏の定番
盆用の箱入りメロン頭ほど立派すぎて仏前に置けず
夏の季は梅干し毎日口に入る血圧正常はんいにありて
八月の下旬にはしりの青みかんかつては十月の遠足の頃
果物に飲み水いれた袋さげ足ひきずりてもうすぐ家へ
連日の猛暑に紙上の早明浦のダム貯水率に関心が向く
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「八〇歳無理をするなよ親子して共に暮らせよ」医師の眼が滲む

青空に桜が満開咲きほこり花見を楽しむ人影まばら
休校でマスク無い子が仲間から来るなと言われて姉弟下向く
手許には少ないマスクを思いつつドラッグストアに朝から並ぶ
空想か現実かは知らねども若者等語る宇宙人ありと
宇宙人夜空の彼方の星より来て地球めがけてウイルス投げるか
親子してスキップしながら通り過ぐ母の手作りか同じマスクで
通勤の疲れ顔から放たれた父母微笑みて子等と手繋ぐ
晴れやかな顔で乗りたる九十歳愛妻に贈る豪華船旅
豪華船乗り居る中に知り人があるやも知れずと眼を凝らす日々
「おばあちゃま御礼を言って下さいね」孫は自室に写真を飾る
看護師の訪問受けよ医師が言ふ月に一度の問診始まる

夕光の路面に細きひし形を浮き彫りに照る奇遇を見てる
切れ味の冴えぬ包丁はさみでは炊事に向かずお取りよせ品

温かな息子の医師の声が流れて白衣の裾が微かにゆれる
コロナ禍に揺れる日多いマスクの中人の情けに涙で濡れる
紫陽花に降りかかる雨しっとりと色を濃くして夏が近づく
在宅の仕事となりて幾年月動かぬことが「自然」と語る
妻も無く子も無きままに老いゆくに少しの稼ぎを母に渡して
梅雨の中カート引く手を少し止め短き会話に安らぎ覚ゆ
コロナ禍が地球を埋めて騒ぐ時君は知らずに天国の人
宇宙より見る青き地球は美しい耳底に残る飛行士の声
介護終え夜空を仰げばきらめける父母かと思う星に語りぬ

連日の厳しき残暑にはらわたが付いて行けずに悲鳴を上げる

☆

自動車も自転車もやめてカート引く気づけばわが身が小さく見える

人々の慶びと共に陛下らの安堵のお顔美しく栄ゆ
強引にマラソン会場替えると言う戸惑いあらん札幌の人も
北国は八月末に雪思い日々冬支度に寸暇を惜しむ
札幌に初雪降りてうっすらと白き道行く冬の到来
自転車で小春日和に走り行く親子の歌声あかるく響く
冬の陽の校門くぐれば桜木の落ち葉さくさく足を埋める
学生らハンバーガーとコーヒーを持ちて賑やかベンチの周り

奥山の川のせせらぎ見つつ聞きテレビにやすらぐコロナはいらない

エアコンを朝から夜まで付けたまま涼しさ誘うチャンネル探す

恢復をせぬまま帰り眠る子の息を確かめ涙を拭う

横田晴美

コロナウイルス騒ぎで検査無きままに退院せよと医師は言うなり

冬の陽に小さく揺れるパンジーの名札はビオラ耳寄せてみる
朝日さし今日は元旦なめらかに干支の香合鼠が光る
猫を避け威風堂々一年間鼠が座し居る床の間の上
暖冬とおぼしき元旦朝日浴び鼠を描き賀状となせる
元日に書いた賀状を手に持ちて浮かぶ雲追い青空眺む
もみ殻が敷き詰められる茶畑に降りてついばむ雀ら賑やか
青空の彼方へ飛びてゆく前の雀ら並ぶ電線の上
息子等の新年会は賑やかに残る二人にハッパをかける
たわいない会話を交わしてつかの間の余韻を残し次男が帰る
電動の車椅子に乗り吾子の眼は車窓の動きを虚ろに見つむ

水をかけさらさら流れるお茶漬が胃の腑に納まる米粒いとおし
語りつつ涙が光る双眼で俯く姿に老いの影宿す
トゲあれど小さく咲きたるバラの花クリーム色見て母想う朝
トゲを嫌いバラを植えずに五十年母が好みし花の愛らし
クリーム色の庭に植えたるバラの苗春には咲かず秋に三輪
朝採りの栗を頂き栗御飯次は渋皮煮思い膨らむ
食欲の秋を謳歌し一段と我身が膨れる空に鰯雲

前を行く烏が左右に尾を振りてごみ出しにゆくわれ先導す
軒下に隠して置ける千両をまた食べられつあの椋鳥に
画面にて鳴る携帯と間違ひて急ぎ手提げの中さがしをり

ニューイヤーコンサートきくこの年もウイーンフィルをテレヴィに正座し

機の降下太陽にまぶしき中を過ぎ雲のかたまりくぐりてをりぬ
海ほたる見えきて羽田空港へ近づきてくる三週間ぶり
前方に煙突多く立つところ友務めゐし三島製紙が
高知へと長いトンネル続きつつ遠近法に灯りが見える
雲の中ところどころに山頂がのぞき松山空港近し
石鎚の山なみ雲の中に見え飛行機着陸体制となる
機の下に瀬戸の島じま山頂まで道が続きて畑が続く
松山の空港近くの里の家やねの高さに機の音がゆく
電車より東寺の塔が見えてきて友住む京都にやつと着きたり

吉村昌子

紀子ちやん持ちてくれたる豚肉と卵のうま煮われの好物
公園に子ども猫鳩雀来ずテレヴィはひと日コロナウイルス
九十九里浜を歩くと海の駅に青色ポスト海の青色
自衛隊のヘリコプターが三機ゆき一機が二機を從へてをり
こぶし通りと道路に名札立ちてゐる印旛沼へと花つづく道
新しき息子の車のナンバーは家族四人の誕生日とか
雀さん巣に帰つたら一番に手洗ひうがひ忘れないでね
玄関に取りこみゐたる君子蘭に花芽を見つく靴磨きゐて
夜遅く南へ向くは外国便また行きたしや友のイギリス
わが庭を猫が芝生に尾をひきてゆつくりとゆくわれを無視して
東より強き風吹きチューリップ百本が揃ひ西にかたむく
薔薇はばら菫はすみれの花びらが風と戯るそれぞれの揺れ
電線の烏が尾を下げひとつ声鳴きて飛びゆくむかひの屋根へ
コロナにて子等来なくなり公園の鉄棒に今日雀が並ぶ
隣からおからのおかず貰ひたり関西の味わが家と同じ
公園の子等追ふ紋白わが庭へ逃れて来たり二頭前後し
ふる里の伊予高島屋の紙袋持ちて乗りくる千葉の電車に
ベランダで干し物してゐる一瞬に今年はじめて鶯をきく
庭廻りゐたる紋白買物のわれにつきくるひとつ角まで
外廻りの途中と言ひて来る孫が三年目となる転勤をいふ
とりどりのペチュニア咲ける庭のうへわれより蝶が憙びて飛ぶ
階段をすべり落ちたるその刹那まなこの中に花火が走る
腰を打ち寝ころびてゐるそのひとひ揚げ羽紋白窓のぞきくる
腰を打ち動きとれないその昼に友より天麩羅西瓜が届く

お向かひも二軒となりも空き家となり雨戸しまりて夜の灯つかず

この年の一番の寒さ言ふ空にみぞれがふはり雪となりくる
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☆

作品三

長雨の今朝初めての青き空忘れてをりし眩しき空気
紋白と揚げ羽の帰りたる後にはじめて今日はしじみ蝶とぶ
梅雨明けといふ今朝早く公園に子等が網振り走りてをりぬ
揚羽きて花に止まるを見てゐると夫いやがる卵を生むと
カーカーとアーアーと鳴く烏をりわが家の前の電線にゐて
小学校恩師の法事のその部屋にわれの年賀が机の上に
きのふ今日門より入り来たる蝶が庭を廻りて窓のぞきゆく
畑より帰りと言ひてピーマンと茄子を置きゆく汗ぬぐふ友
われ弾きしエレクトーンが集収車に潰されゆきし音おもひ出す
前方にマスクの友が手を振りてすれ違ひ行く短く話し
西瓜好きのわれの事いひ持ちくるる半分づつと言ひて倉ちやん
友縫ひてくれたるマスクその裏に兎が並ぶ五色の兎
車にてつぶされぬやう公園に掃き寄せてをり道のどんぐり
とりどりの色に咲くはな百日草眺めてをりぬコロナの家居
雨あがる今朝庭に咲く百日草を玄関トイレテーブルに挿す
きのう今日同じ時刻に揚羽蝶公園より来てわが窓のぞく

二〇二〇年

石渡静夫
陶芸を学びたる友二人してぐい飲みすすめる展示販売
雨音にめざめて不安覚えたり明けやらぬ空に被災地想ふ
スーパーの魚売場にさんまあり数多並びて秋を実感
少しでも大きいさんま求めんと控え目にして氷掻き分く
ひつじ田の続く平野は黄に染まる今年の嵐を忘れるように
花の無き庭に北風忍び入りニセアカシアの黄葉揺らす
今年また講師努める笑いヨガ生徒八人我を待ちおり
電車での稽古通いもまた楽し車窓から見る冬の田園
早朝の取手駅にて乗換える常総線は三両編成
災害の多き一年振返り地球にやさしい生活を問う
水害の恐ろしさ知るこの一年改めて見る我が町の地図
年賀状手付かずのまま日は進む版画彫りたし今年こそはと
初席の一番手なる獅子舞の気分高まる機敏な動き
獅子舞の見せ場は蜜柑飲込んで皮だけ飛ばす一瞬の芸
「門松」の題に答えて芸人は体揺らして紙を切り初む
作品を今か今かと待っている想像膨らむ楽しい時間
門松と着物の少女向い合う切絵に会場どよめき起る
素人のように気取らぬマジシャンは話術巧みに客を飽かせぬ

我等を待つ小学三年ふたクラス史跡めぐりの校外授業
伊勢屋橋松濤橋に水神宮水にまつわる郷土の歴史
薬師堂の入口に座す地蔵尊赤い毛糸の帽子かがふる
幾度も移転を経たる薬師堂柱朽ちるも威厳を放つ
立春の八坂神社に宮司待つ参道の梅わずかに開く
小学生の史跡めぐりは盛りあがり質問続く赤レンガ門
小学生の興味は至る処にも路傍の草に立ち止まりおり
新型のコロナウイルス何のその青空の下園児ら走る
夜明け前のしじまの中をやわらかく始発電車のレールの響き
寝込みたる両親を訪う姉夫婦鮪と鯛を手土産にして
鶺鴒の姿消えたる風強きあしたとなりぬ啓蟄の庭
捗らぬ槙の根を掘る妻を見て鋸持ちて応援に行く
親子して遊び興じる声響く外出自粛の日曜の午後
蛇沼へ続く林は新芽出て散策の人次々来たり
菜の花の甘い香りに包まれて小さき梅の実空に映えたり
自分だけは感染せぬと言うように爆音発しバイク行きたり
引越しの作業の始めはベッドから要領分からず義兄が頼り
手付かずの物置整理始めれば不用の書類我を埋めたり
連日の地震に脅え床に就く今夜は来るなと天井睨む
甲子園大会中止決まりたる今年の夏はどこから来るや
制限を解かれて人々動き出し日曜の朝往来しきり
遊技店の電飾点滅繰り返す寂しき者よ来たれと誘う
自転車で使いの我に挨拶をくれる若者作業衣似合う
早々と就寝すれば蚊が襲うついに起き出でて蚊帳を吊りたり
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「東京は今日何人」が口癖にコロナ感染収まり見えず
じりじりと土用の空は照りつけて家中に探す涼しき居場所
丁寧に広島市長は訴える核廃絶へ連帯あれと
会見を開かぬ総理式典で挨拶述べるも心を打たず
次次と羽田に向かうジェット便客足戻るか少し安らぐ
十分に稲穂の垂れて刈り頃と農家でないが案じる散歩
祖母の血を受継ぎたるか酒店の主は商売一筋の顔
取りたての野菜を早く届けんと娘の元へ妻は急げり
降っては止み晴れては雨の繰返し平野はまるで山の天気
戦いと候補は言うが大勢は既に決まれり総裁選挙
十五夜はいつかと妻が問うてくる即答できず暦を開く
指先をカーソルにして紙面追う月曜朝の歌壇俳壇
八人の定員で吾六番目人気の講座で窓口は混む
二日間捜し続けた紙一枚机の陰に潜んでおりぬ

井上槇子
わが足の痛めば視力も弱まりて無常迅速容赦無く老ゆ
こ
友の子の結婚相手はかつてわが娘の見合ひせし人と知りたり
すうそう
雛僧の修行の写真を見せたれば男の孫即座に拒否の仕草す
忙しきに足の痛みの長引けば母を恋ひをり夜の臥所に
日もすがら烈しき風の音続き夜半も怯ゆるその音のなか
子と孫が春より転居すると言ふ老女は常より顔の明るし
おほひたる杉の落葉を払ひつつ地蔵に媼は蠟の灯点す
徴収に呼び続けをれど音高きテレビに見入る老振りむかず

やうやくに這ひだす赤子に近づきて「お手」と手を出す媼に笑ふ

桜花散りたる園に長病みの母伴ひて時を過ごすも
雨寒き夕べに帰る沿線の処どころに紅枝垂れ咲く
年長き寺の出入りの媼より多額寄付を受け名を覚えたり
店先に売れず置かるる茄子苗の葉陰の蕾に淡き花咲く
梅雨前の肌にまともに当りゐる光はすでに猛暑となりぬ
境内の六地蔵に夏の日のさせば細き目さらに閉ざさるるごと
胃カメラを受ける男の唐突な叫びを聞きて吾は怯みつ
コロナ禍に客なき宿の大浴場重なる桶に春日やはらか
へ
鬱蒼と暗き森の上はるかにてわた雲光り夏来たるらし
梅雨晴れに茄子など捥ぎゆく老夫婦交はす言葉に高笑ひ響く
導かれ芝ざくら咲く庭ゆけどしるき豚舎の臭ひは言はず
抉じ開けたる跡が賽銭箱にあり夫は即座に警備社頼む
不注意で鳴り出す警報すさまじく解除の仕方を突如忘るる
買物を終へて出づれば響きつつ降る雨照らす稲妻走る
梅雨に入り葬儀の続きゐる夫に不満言ひかけからうじて呑む
デパートの健康食品売場にて買ひたる医師も説明を受く
盂蘭盆の疲れ癒えねどとむらひを告ぐる電話に背筋伸びたり
遠き地の檀家の法会コロナ禍で延期の電話に安らぎ覚ゆ
通り雨降りて輝く日盛りの舗道の熱気に少しふらつく
友の死を聞きたる夜半に終の日のある寂しさは留処もあらず
つつがなく御堂に響く新盆の読経聞きつつ生と死はかな
暇あればテレビを見つつ眠るなどかつてなきこと夫のこのごろ

盂蘭盆のやうやく終り引き続き外壁工事と聞きて萎えゆく

若き頃想ひを寄せし人に会ひ老いて呆けたること伝へ聞く
リハビリと言ひて惚けたる妻の指を鍵盤なぞらす老いたる夫は
反曲せる百合の花束活け来たる客間に花瓶の倒るる音す
もんぱい
みどり児の葬儀と言ひて近隣に触れ出さず立つ小さき門牌
痛むつぼ娘とわれの知り合へば時間を決めて肩を揉みあふ
桴の先飛ばしをれども元旦の経読む夫の勢ひ変はらず
六地蔵の肌に胸を押しつけて媼は平癒祈願の長し
丼の穴子を鰻と思ひつつ喜びて食む夫に黙す
弔ひの家狭くして軒下に積み置く机の雨に打たるる
わが部屋の優美な音を奏でゐる時計にひと時心和みぬ
どんどにて前髪焦がすと笑ひつつ男は寺の年始持ちくる
土産にと海辺の店に蟹買へど始末に困ると子ら受け取らず
夕暮れの御堂の戸締りするわれをかすめ飛ぶ蝙蝠ありてのけぞる

ひとり居の媼逝きたる火葬場の細き煙は吹雪に乱る
朝まだき醒めつついとまあるゆゑに友の思慮欠く言葉を思ふ
冬日さす廊下を歩きゆく時に塵の目立つはわれの怠慢
来客の予定なけれど装へば怠けゐる家事一気に捗る
照りかげるひねもす境内に吹く風の杉花粉の黄日ごと広まる
靄晴れて山つつじ咲くなだりには無言の人の列のあらはる
貰ひ手を探す媼は境内に子猫ら連れ来て寺の客待つ
古里の婿投げ行事を雪運び成し遂ぐる放映に感動覚ゆ
流行せるコロナウイルスに怯ゆれど法会の客は容赦なく多し
強風に散らぬ桜の枝ぶりは去年よりすこし太りたるらむ
空晴れて桜並木を歩く時花ふぶきして視界あかるむ

☆

盂蘭盆の疲れに耐へてふるまふに夜半の腹部の痛みに目覚む
足場組む音の合間に物売りの音量上げたる車通りぬ
職人の帰りたるのち寛げるわれを足場より猫が覗きぬ
故里の名産織のわが着物夫の法衣の下より出づる
青く澄む空に翼の傾斜度をあげたる機体上昇続く
波寄する岩場に濁る海水に鴉らのゐてしきりにつつく
盆近き墓の掃除はコロナ禍で未明より来る人に眠れず
盂蘭盆の終はれど供物を片すなき檀家ら落葉の苦情のみ言ふ
忙しさに煮出し短き色薄き麦茶で夫は接待をなす
山裾の木々に囲まれ寺庭は秋の日早も陰りてゆきぬ
砂利すくふ如き音してスーパーの計り売りなり蜆寄すおと

小嶋知葉

小さき頃「あの町この町」歌いしが雨情の世界はわからぬままに

コーラスの発表の日目前に焦りを覚ゆ和音の響き
間奏の華やかな演奏ピアノの音しばしうっとり歌うわれらも
かつてわれ式辞の中で語りたり緒方貞子氏の生き方などを
ミュージカル「マダガスカル」に出演す孫生き生きと歌いて踊る

霜月のわが家の庭も色づきてうすむらさきの野菊ながむる
十五分の舞台発表無事にすみ指揮者の顔に安堵の色が
大づめになりゆく 「第九 」に慣るる時指揮者厳しく 「謙虚になれ」と

五回目の 「第九 」のテーマ期待こめ 「ふるさと新しい風 」となり
木守り柿氏神様と並ぶ位置朱色いよよ深まりてゆく
故郷の祖母の語りきこの柿と「一緒に来たの嫁ぎし時に」
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金婚を祝いくれたる年始め「僕らの目標」と息子はにかむ
娘問う「五十年長かったですか」夫と思わず顔を見合わす
「平等に愛してくれてありがとう」声を揃えて四人の孫は
小三の孫はカルタで覚えゆく「百人一首」が冬の課題と
「歌いあい聴きあいそして高めあう」八団体の合唱まつり
手作りの合唱祭のフィナーレはみんなで歌う「大地讃頌」
素朴なるじゃんけんゲームにわきあがる歌いしあとの懇親会よ
貰いたる合唱祭のＣＤに高音支えるわが声を聴く
コーヒーと音楽だけの喫茶店スクリーンに観る「ボレロ」の響き

ウイルスの語源のことなど語りあう二人の時間持てあましつつ
休校となりたる子らへ工夫する娘の子育て手綱引きだと
休み中テレビ会議で学ぶ孫教師のことばに笑みをうかべて
復興はまだまだと聞く九年目風化させまじ黙祷捧ぐ
柿若葉芽吹きて三日後少しずつきみどりの葉が生まれてゆきぬ
総会はなべてなくなり資料のみ役員会は密接さけて
コーラスの集いなくなり三ヶ月届きたる動画に緊張覚ゆ
「雪国」の旋律たどる鉛筆を丹念に追い歌いてみたり
求められしステイホームも楽しかり緑の中に仰ぐ青空
冬雷の合同歌集届きたり表紙のはまゆう匂うが如し
一冊はわが親友に送りたり選歌などして二人のわだい
「眼球が過熱するような日が続く」先生のことば頷きて読む
「独りごと」鷲司様の歌を読むなんとすてきな九十九歳
「ばあばのあたたかさ比べるものがない」呟く孫は十八になる
「じいじのがんばり私の哲学」祖父を称える孫の成長

ものがたり

富士山のよく見える席指定するまばたきこらへ白き裾まで

女児の「ママ鬼ごつこしようよ」の声響くトンネルと化す天神地下街

玉三郎「本朝白雪姫譚話」幕見席にて愉快になりぬ
取り消さずひとり湯宿の正月の膳も虎河豚蟹白子並ぶ
札読みて母は弟の加勢する六十余年前の正月
縁結ぶ「小倉かるた」とわが父母は言ひき明治の交際手段
予測では八十歳の女性中八割の人働くと報ず
蕾持つ梅のひと枝瓶にさしこの朝まろく二輪の開く
何となく流しの前に長く立つ明日買ひ替へむ香辛料を
二軒より大根五本届けられ甘酢蜜漬け干したり茹でたり
ビルの陰夜来の雨の上がりゐて常より多く雀のこゑす
満開の通りがかりの枝垂れ梅太めのメジロ枝を飛び交ふ
ひさびさに机のまはり整理して再びみたび鋏を探す
ラジオよりポルトガル語の流れ来てアベとコロナが耳に残れり
コンビニの除菌スプレーとマスク消え今朝入荷せり体温計が
えん
この春は桜の下で愛でること宴もならずに粛々と咲く
来年も桜の下を歩みたし再来年にも次の年にも
小黒板に「浮草清掃前」とあり車の荷台に桜花積み上ぐ
食料と薬局のみのシャッター街天神地下街トンネルと化す
緊急の事態の中で無意識にたたみ鰯と唐から墨すみを買ふ
ランナーは飛沫感染防ぐためマスクを着けて様変りせり
公園のスワン型舟皆もやひ緊急事態の寄り合ひのごと
い つ
何時よりか電池切れたる腕時計緊急事態に籠れるうちに
緊急の事態解かれて店先の明かりをともす天神地下街

映画「マディソン郡の橋」を観る是非にと勧めし友旅立ちぬ
何事もありませんというように丸く大きな紫陽花咲けり
うれしくもタチアオイ咲くわが庭に赤白ピンク六本なれど
五ヶ月も咲き続けゆく強き花マリーゴールドの摘花に励む
凄まじき豪雨の被害を見てつらし「何の試練か」と問う人のあり

「計画のない庭に花は咲かない」先輩のことば浮かびてきたり
蔓伸ばし日ごとに育ちゆく胡瓜生きるよろこびここにもありぬ
久びさに「猿の惑星」の映画観る長引くコロナ禍に不安抱きて
コロナ禍に外食控え数ヶ月血液検査は花丸となる
花が咲き実となる様を日々ながむ胡瓜三本茄子も三本
くもの巣にかかりて踠く蟬そっと離してやりぬ「もっと生きてね」

外灯に映えて艶らしさるすべりそをながめつつ二人の夕餉
新聞を隈なく読みて切りとりもわが変容よコロナ禍の中
栗おこわ炊いて友への裾分す季節の便りなどと言いつつ
少しやせ寂しげな笑み見せつつも友の話は気品のありぬ
好みなりシルバーグレーのわが車十二年乗り共に老いたり
突然にバックミラーが動かない部品交換出費が痛い
三本のコキアも日毎色づきてほうき草と呼びきわが少女期は

小田原禮子
九年目の春蘭に今年六個つく緑の花芽伸びて膨らむ
平日の朝の行列これならば十分待ちか正倉院展
県立の公園に灯る電飾に寄りて気づけり香りの元に
この週は商品券とペン当る令和元年の年末の運

マイナンバーカード更新して思ふしたたかにしてしなやかにせむ

外出の自粛ゆるみて刺身買ふヒラメとホタテと生わさびまで
酒豪の父の遺伝子が五人の子を平均以上の腕前にせり
この年は三月まとめて誕生日を祝ふカードの店より届く
再延期公演の日を貼り重ね同好の士の案内届く
氾濫の濁流画面に移入して今朝は下呂市に流れ着くごと
スワン舟もやひの解けて池のうへ周囲二キロの中を泳げり
手帳には傍線で消す演奏会再再延期の中止となりぬ
長く使ふフライパンの柄のネヂ緩む我の気力と共に締めたし
かつてない強き台風襲来に家家の窓バッテンに貼らる
ひとり居の任務の如く台風を避けてホテルに過ぐるを待てり
台風は風呂の窓なる隙間より木の葉吹き込み潔く去る
固く目を閉ぢても赤く西日射す各駅停車に盆地を走る
地下二階コンコースより地に上がりまづはマスクの片耳外す
曼珠沙華彼岸の入りを待つやうに「福北ゆたか」沿線に咲く
七日前一本も見ぬ曼珠沙華田毎に赤き境界示す
夏至立秋今年は早くわれに過ぎ彼岸法要菩提寺に坐す
行き違ひ列車を待てる無人駅降りる人なく虫の音集く
温度湿度下がりきて帰宅の女子学生マスクの声の弾けて聞ゆ

山一つ間に挟み横並ぶ「横川」「足野水川」「玉川」

小林貞子
テトラ・ポッド昔無かりし物置かれ越えくる波の狂ふがに吠ゆ

虎落笛鬼の悲鳴のごとく吠ゆ明日も吹雪と目覚めて思ふ
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黒文字の枝を干し上げ刻みゆくあまたの手数鉤樟油作り
変人と言はれて猶も奔走す山の資源を活かすこころみ
冷却器の口より滴る一滴の又一滴の黒文字のあぶら
遮光の壜に詰めゆく精油と香水の堅き販路の拓くを祈る
裏畑の黄百合を壺に挿しおけば眩しきほどの花の広がり
田舎への便りの代筆せしといふ兵舎での日日父は語らず
九人の家族集へば笑ふ声呼ぶ声の間を牛と猫和す
朝方のひとときの雨柔らかく昨日植ゑたる花苗の立つ
咲き盛る黄百合しらゆり花弁を大きく反りて六月の尽
小池氏を選んだ都民へ平手打ち東京外しのＧｏ Ｔｏ トラベル
雪積まば高き枝を伐る冬仕事なしえぬままに木蔭の涼し
目隠しと日避け代りの緑葉を許せば枝は野放図に伸ぶ
山山の葉はくすみつつ乾きつつ夏の終りの風に気怠し
右肩の痛み忘れて縫ふマスク白き刺繍の布のたわみぬ
涼やかな白きマスクを数縫ひて分けやりたれば一人楽しも
飯豊嶺の稜線青く続きゐて梅花皮小屋のぽつりと浮かぶ

青空をふつふつと飛びて行く鴉咥へたるもの木の枝や藁
山躑蠋の紫のはな口にして学校帰りの酸ゆき思ひ出
認知症の悪化と十二年闘ひ来て胃瘻造設術受くると友は
問ひかけに何もこたへぬその頬に触るれば微か瞳の動く
「死にたい」と涙したりき桜桃の収穫手順忘れて友は
暗雲の重く垂れ来てその底の破れたるごと突然の雨
小半時の豪雨の後の空晴れて茜に染まる西山の稜線

幼き日食べし桑の実「赤木」の実食べて不味きは「青木」の実なり

今日も又コロナウイルスの報道の東京都知事の会見重し
更新毎に不安の募るコロナ情報東京の感染者百人を越ゆ
コロナウイルス感染の嵐治らずＰＭ二・五今年は静か
茶の嗽せむと朝茶の残り葉に水を足し五分レンジで煮出す
満開の桜並木に人の無く「地域の力」と笑む議員ポスター
花のとき小学校の校庭にはしやぐ声なく八重桜さく
辛きこと多く世にあり山峡の鶯きけばこころ解かれて
丘の辺の辛夷大樹の白き花空に向かひて沸き立つやうに
花花があまた鉢ごと廃棄されパリの街角沈黙の春

トーストの焦げたる匂ひにコールスローひとりに過ごす静かなる時間

鴎外の訳せし火山「エズヰオ」を「ヴェスヴィオ」として読み進みをり

二日目を泣かずに「じえじえ」と呼ぶをさな爺の心を鷲掴みせり

薄紅の花を咲き継ぐ山茶花は根を守るがに落ちて積もれり
山茶花を植ゑしは小き苗の時ことし庇を越えて咲きをり
四寸の深さの雪へ走りこみ戻れないわと子猫鳴きをり
雪漕ぎてまひごのきつねのみちあそび迷路の言葉知らざりし頃
小粒でも多に穫れきと賜りて香りの高き柚子風呂立てぬ
その口に食むことならぬ物数多なれど素直に優しき子なり
末枯れたる野辺は馴染まず冬ならば空気清しく雪よ降りこよ
眼瞑ればそこひに青き光きて瞬きの間を砕けて散りぬ
摘出後割きし腎臓示しつつマウスを叩く医師無表情
冬枯れに濃緑冴ゆる椿の葉やはき萌黄の夏坊主の葉
除雪機の出番無きまま春立ちぬ里山にさへ雪は来たらず
幼き日今泉まで汽車乗りて耳の治療に母と通ひし
手作りの甘酒詰めし瓶抱へ林檎も持ちて車中のおやつ
向かひ合ふ人に年など尋ねられ時に貰ひし飴や煎餅
看護婦が手荒にいぢる耳の中長き綿棒見ては怯えし
復路での記憶はいつも朧影母に凭れて眠りゐしかも
肩掛にもんぺ姿の慎ましく吾の手を引く母若かりし
しらしらと枯生は遠く乾きゆき弥生半ばの日差しの温し
迂闊にも切らしたるもの多多あれど買溜めの世に己を託つ
来院時マスクをつけて来るべしと公報にありマスクは買へず
手洗ひをせよとテレビが繰り返す消毒液も入手の成らず
窓近く久方振りのミシン掛けせめて作らむ自衛のマスク
チューリップ隣のをさな指差すを色さまざまに手折りてやりぬ
ぜんまい
夫こはし紫萁採りに一人行き肩痛むほど背負ひて来たり

大寒に十糎ほど積りゐてこれが今年の雪と親しむ
雪踏みて人の跡追ふは面白しこれは男かがに股歩き
かんじき
子等の先を角巻纏ひ樏を履きて雪踏む母らの一団
車中にて暮らし続ける人の有りうかららの元に帰れぬ眠り
道の駅の遊行車列の片隅に溶け込むやうに寝ぐらとしをり
前の月葬送したる人に似てハンチング帽の後ろ姿は

根方踏みかたぶけやるに楤の芽を先にて摘めと声の頼もし
型紙とさらしと優しき色合ひのプリント布を多に賜る
高き値に上げたるものは買ふまいぞ人に分けやる手作りマスク
大宮の子易神社の境内で遊ぶわらはに従兄弟もをりし
御やしろの廻りの杉の根の太し深き緑の苔靜もりぬ
ふたすぢに緑の萌えて押しあへり菠薐草の双葉の細き

植ゑてよりいつしか奇形の葉となりぬ丈縮みゆく雪椿の木
秋の実を求めむとして山の中大やかな尾の狐に会ひぬ
黄の勝る毛並を淡く輝かせ足を揃へてきつね立ちをり
広やかに水を湛へて木木映す海花皮沢の流れのはたて
放棄地の植生いつか移ろひてすすきによもぎ後にきくいも
絡繰の糸の動きは変はるなく新たな傀儡が世を押して行く

佐藤幸子
幾度もの大雨被害に為す術なくテレビ見る令和元年十月
頭殿山の峰の紅葉の錦なし麓の畑に暫し眺むる
地球上の貧との闘ひつらぬきて母と慕はれし緒方さん逝く
中東の瓦礫の中の虚ろなる眼の幼児抱く貞子さんの姿
ドロドロの甘きバリューム口に流し胃袋透視の検査台回る
夕月の高きに薄雲掛かり居て放射冷却なるか今宵は
夕されば背中に寒さ走り来て鍋にたつぷり豚肉と白菜
薄枯れ季節移らふ路端に背高泡立草の黄の花残る
舗装路に深々積もる公孫樹の葉青き色素の少し残りて
カラスウリ野葡萄ヨツズミ野薔薇の実古家の垣の秋は豊けし
山里に遊び育ちし遠き日の杉葉拾ひし日暮れの恋し
吾為せざりし大学進学を願ひ来たる娘の目指すは声優と聞く
佇みて見霽かす山は霞み居て温暖化といふ言葉又浮かぶ
窓越しの時雨の空の何処にもあの厳寒の冬はあらざり
正月のグラウンドには雪の無く白球を追ふ子等の歓声
白菜の芯はサラダに中は漬け外葉は捏ねを巻きて煮込まむ
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「おみやこ」とふ大宮子易神社講に加はりき過疎村に嫁し間もなくの頃

長雨に溺るるほどの水を浴び今年の紫陽花の花は格別
見霽かす飯豊の山に雲白く梅雨明け近き蟬の鳴きあふ
折々に見回り居りても見つからず茂る枝葉に隠るる茄子は
プラスチック塵回収車の無造作に巻き込む袋の行方を思ふ
獣道と化したる小径は葛の葉の数多蔓延り花の香のする
朝光に巣の糸ひかる中ほどに太く紅き腹女郎蜘蛛見す
幾重にも張り巡らせる網の奥に雄蜘蛛三匹控へてをりぬ
イヌタデの畦道ゆけば叢の蝗コホロギつぎつぎに跳ぶ

須藤紀子
声高に飛来を告ぐる尉鶲常の如くにただ一羽にて
不参加の三年目となる発表会友への激励メールで送る
晩秋の雨降る朝に濡れもせず「冬雷」届く今日の賜物
廃屋の塀際に咲くホトトギス一株採りて吾が庭に植う
山里の二十三時に自販機の音響かせて買ひゆくはたれ
大雨に分断されたる八高線ひと月振りに今日復旧す
祖母の手の爪の形の良さを言ふ娘はネイルに色を重ぬる
紅葉の盛りなる楓の枝を切る夫に言ひたきことあれど言はず
流氷の漂ふ海か冬空の満月青く雲を染めたる
折々に母の作りし歌うかぶ九十八年の生のひと齣
雨の日の散歩は犬も濡れまいと傘持つ吾の足に擦り寄る
駅前の桜の古木伐り倒され桜祭りは今年無からむ
ベテルギウスの質量太陽の十倍とぞ巨大さ故に崩壊するらし

☆

悪性ゆゑ入院すると言ふ兄は収穫近き稲田を思案す
秋風の吹く散歩道で出会ひせる人に棒つき飴を賜る
不織布のマスクも洗濯再利用できるを知りぬコロナ禍により
自殺なき社会を皆さんで作れとは国民にまた丸投げの国

髙藤朱美
来ないでの願いむなしく進み来る台風十九号に恐怖す
若き日に馴染みし曲のコンサート同じ世代の歌は懐かし
夕暮れに散歩に出でてビオラ買い三日月ながめ戻り来りぬ
いくつもの才能あふれる鶴太郎展その作品に静と動を観る
冷える夜は野菜たっぷりのシチューとす身体ほこほこ幸せのとき

鉢咲きのこぼれダネが発芽して百本のビオラの植え床探す
年賀状書きつつ相手の顔浮かび昔なじみへは会いたいと記す
つ ま
十ヶ月亡夫との日々を綴りたる残り一段の十年日記
幾年も疎遠に居たる姪と会うイコン画見ての帰路の寄り道
来る度に断捨離勧める子供達さらば思い出整理の時か
知らぬ間にデコポンに穴開いている収穫時を鳥に教わる
意を決して断捨離しつつ手が止まる友からの文に穏やかになりぬ
手のひらに乗るような小さなアンデレ像感慨深きハプスブルク展

肩こりも頭痛も少しするけれど糸が形に変わる喜び
咲かせたい今年こそはと場所を変え二月に揺れる黄のフリージア

この冬の暖かきことうれしけれど過ぎたらば熱暑の夏日と思う
ウイルスの感染予防で孫達は休校になり我が家は賑やか
三人で順番決めてウォーキング閉じこもる日にマシーン使う

生き延びてまたいつか会はむとメールする如何なる時代と怪しみつつも

八百万年はまだ若き星と言ふ人等その魂は無限に広きか
爆音の束の間起こり消えゆけば夜の厨は元の静けさ
雛飾り今年も無事に仕舞ひ終へ帳開きて春へ入りゆく
三月の光を浴びて木も草も人の細胞も騒ぎてあるらし
行き会へばやあと手あぐる幼きは小学校の一年男児
職退きて二十年目の春巡り組合歌などか口遊みたり
災害の絶ゆる間もなきこの日頃在るもの全て尊きと思ふ
蕗の薹食せず時は過ぎゆきて節目疎かにしたるを悔やむ
飛ぶ夢は夢にはあれど楽しきに気づけば久しく見ずになりたる
弓道五段漸く兄の受かりたるを子どものやうに母に告げたし
災厄に耐へきれずまた人の死ぬ差し伸べる手を持たぬ政治か
全て失ふ人に耐へよと言ふ前に己の富を投げ出して見せよ
もう上へ伸びない為の剪定をされたる木にも僅か花咲く
ウィンターライト口遊み行く吾を無視して犬は散歩に夢中
緊急事態解除スタバは賑はひてスケボーの若者窓外を過ぐ
沢蟹の迷ひてあるを告げたれば沢に帰すと子らは持ちゆく
夜逃げせし家に置き去りにされゐたる二匹の猫を兄は引き取る
沿線に黄の麦ばたけ広ごりて八高線は山裾を行く
桜木も桐も落葉しきりなり梅雨の最中に黄の葉濡れ落つ
木蓮の高みに巣作り雉鳩は入念に小枝選びては運ぶ
夏祭り今年は参加募らぬと疫病消除の祈願祭なれど
コロナ禍に契約先の傾きて設計士の弟シルバー事業に
猛暑なるこの八月の墓参り花には酷きと団子を供ふ

桜の花フロントガラスにふりかかるドライブだけの花見もうれし

「歯は命」四ヶ月ごとに健診す口の中は工事現場の続く
木の芽時体調悪きはいつもなりコロナウイルス否定する我
菊の高く伸びすぎたるに目を止めて新芽摘み取り広がりを待つ
クラスターパンデミックにロックダウン覚えたくない単語ばかりよ

あら不思議コロナ自粛が解かれたら何を食べても飲んでも美味し

アベマリア静寂の中目をとじる岡江久美子さんの訃報を知りて
レジ待ちで後ろの二人が喋りだす密接拡散気になる程に
「来ないで」と神奈川県の知事叫ぶ家族に伝える悲しき言葉

動画見て芽かきするとはつゆ知らず遅まきながらぶどうの枝切る

コーヒーと石鹸を溶かしたる水をバラに散布しアブラ虫減る
ぬか漬けの味わい何か物足らず干しシイタケと昆布を混ぜた

孫達にケーキのレシピラインするヨーグルトに乗るパインがポイント

初採りの二本の胡瓜のスティックを噛めば広がるかすかな甘味

覚えてる何年前のドラマかな一緒にいつも見ていたことを
庭隅で蕾も風に揺れながら芳香放つプルームーンは
災害時に強い味方の自衛隊出動多い自然の猛威
春馬さんあなたの声が笑顔がねずっと離れず響いています
久々にパソコン開きパスワードを忘れ頭をかかえてしまう
かず
起床して茨城版をチェックする我が市の感染者数の変化を
七年を共に過ごしたガラ携の電池切れしてスマホに替える
スマホ持ち操作に不安高まれば遠隔サポート頼りにしたり
四月からリモートで学ぶ孫娘「友ができた」にスタンプ送る
不揃いのぶどうを一粒口に入れ春の作業の大事さを知る
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スーパーのポテトサラダとひじき煮にひかるる思いに具材を買いぬ

スーパーに大型ポスト設置され投函しやすく気が楽になる
大根と厚揚げを朝の鍋に煮てしみ込む甘さ味わう夕食
台風の進路を阻む低気圧雨の続きて室はカビ臭し
月下美人の蕾をじっと見守りて十時に開ききりてより寝る

武田清一郎

三キログラム小銭集めてユニセフの寄付金となす九〇六七円
小銭など人道支援に寄付したる一月の末まだ雪降らず
雪降らぬ畑の幼き法蓮草赤き根方がかくべつ甘し
一月末の庭は緑に草生ひて除草剤撒きぬかつて無かりし
高き山のみ雪化粧して里山は枯色のまま雪積らずに
蔵王山の雪は少なくジャンプ大会自衛隊の応援有りて開かる
雪降らず憂ひ膨らむ二月半ば見たること無き雲の立ちをり

早々と春迎へたる畑に来て残渣を集め堆肥となしぬ
暖冬のまま一気に春の来たる畑ブロッコリーは無傷に残る
春来たる畑のブロッコリー茹で上げて妻と食ぶれば芯まで和し
大四と中一小五のわが孫ら一斉休校に支へ合ふべし
２０２０のど自慢チャンピオン大会若きらの歌際立ち弾む
わが庭の日溜り温き紅梅の彼岸の入りに綻び始む
三十人出席予定の説明会に主催者われも体調表書く
旗立てず幕も張らずに神主と役員のみの祭り止む無し
子供神輿の配りし神符コロナ禍に役員代はりて各戸を廻る
春来れど草木萌えねば椋鳥の日々畑に来てキャベツ啄む
コロナ禍に心暗む日アルストロメリア一抱へ持ち友訪ね呉る
雨降りの続き山茱萸紅梅の見せ場少なく逝き過ぎむとす
暖かさ庭に戻りて二本の赤とピンクの椿いきほふ
五月十日早朝右の横腹を激痛襲ひ倒れ込みたり

☆

梅雨のなか義姉を送りて帰宅する間をおかずして友の訃報が

わが夫の母は「アララギ」姉は「明日香」共に短歌を作り励みき

雲黒く茜の空を蔽いゆく弾き掃くべき荒箒欲し
園児らのミュージカル調降誕劇幼き笑顔に緊張含む
上野にて東博すずもとアメ横と迷いに迷うこの年の瀬に
元日を一日照らして日は入りぬ澄む月のもと見送られ行く
コーラスの初練習はスキーの歌元気いっぱい滑るがごとく
冬雷に軸足移し生き方を見直す覚悟傘寿迎えて
緑濃き武漢大学図書館に古書籍見たり三十年前
雪の予報霙ふるなかコーラスへ来れば自粛にて誰も来ていず
庭の古木梅はのんびり咲き満ちて今年限りかこの地に住むは
赦しつつ心の隅にわだかまるわが子のごとく思いやれずに
冬雷の白寿の歌に励まされ二文字書きてすぐに消したり
酷寒のかの引き揚げ時中国人は命をかけて守りくれにき
コロナ禍に多くの時を与えられ生涯初の散歩へ出でぬ
食卓の白磁の器に若みどり楓の葉にも生きるよろこび
もしものとき覚悟してとる電話には我慢重ねている義姉の声
蕗の香に母の面影思い出し懐かしき味舌にころがす

立石節子

術後一ヶ月の診察受けたる妻は今宵早や早や寝入る呼吸安らかに

密集の会合自粛の通達に総代会を開くや否や

新型コロナのニュース賑はふ日々にして帰宅をすればまづ手洗ひす

十キロのトンネル穿ち最上川の水導きて三十八年
ドローンにて撮影したる動画なり改良区五十年の歴史を語る
県知事も国会議員も祝辞述べ乾杯は市産酒「みちのく紅梅」
旱魃に悩み続けし先人の思ひ噛みしめ挨拶を述ぶ
県都なる改良区なれば記念式勢ひ有りと言ふ人多く
単に目出度きことにはあらず百年に向ひて一歩進みてゆかむ
柔らかく秋の陽照らす日の続く柿の色づく速さを見せて
久々のライスセンターの作業にて勘の戻らずわがもどかしく
ライスセンター当番のわれ米積むを交代せむと後輩言ひ呉る
食べ頃と何もて知るや椋鳥ら花水木の実を突然襲へり
見事なるホバリングの技見せ椋鳥ら花水木の実を食ひ尽したり
産土神の桜もみぢ葉散り尽し今日は青空妻手術受く
五十六年励みたる妻への勲章か脊柱間狭窄症返納したし
二年前の腰の手術を妻も受く農作業に無理重ね過ぎしか
楽しみ多き農の作業も子の助け無き妻とわれに負担は重く
火伏せの神を山に祀りて百八年雪降らざれば一人上り来
古峯山に雪降らざれど真向の高き蔵王嶺雪よ降れ降れ

梅雨に入り潤ひ満てる朝の陽にふるさと照らすわが帰る村
一月振りの退院に病院の庭に立つ椿の照葉眼をしばたかす
梅雨冷えの夜の寒さに掛けて寝ぬ羽毛布団に芯まで温む
一月の入院の間に芯伸びて唐楓の鉢白き花だらけ

りく と

二日目に個室に移り治療受く個室叶ひてまづ安堵せり
済生館の六階個室に遠慮なく咽喉ぜいぜいと息づき荒らし
テレビ見ず新聞読まず発熱のつづく幾日を個室に耐ふる
三十六度代に体温下がるこの朝幾日振りに心軽しも
発熱に苦しみをればわが娘曾孫陸登の動画送り来
点滴はこれが最後と告げられてわれに気力と食欲有りや
点滴の役目終りて針抜かる両の荒れたる腕哀れむ
頑張り屋自負して来たる生き様を省みるなく八十歳越ゆ
内臓病みて初の入院日を重ね心の騒ぎ絶ゆること無し
前九年の將頼義公慕ふわれなれば理事長九年を目指して来たり
かにかくに季節は進む路沿ひにポピー花咲き薔薇赤く咲く
入院食のみ支へ呉るると知りつつも好きと嫌ひを何もて越えむ
建て前に縛られ放し来しわれを病ひ無言にて拘束せるか
東六病棟のみの歩行なり息切れ寸前初めてなれば
寒気過ぎ青空のぞく日となりぬ公社に託す田植ゑ始まる
病室の壁に凭れて熱つぽき身体を冷ます生きものの勘
入院十六日になりてやうやく胆管と膵管の中内視鏡入る
雲一つ無く晴れ渡る五月晴れ内視鏡検査の憂ひ和らぐ
暑きほど盛る野菜の茄子胡瓜一株一株まだ勢はず
やがすわ
しえ づ らう
理事長辞せるお前は誰か「谷柏の神社の前の清一郎だつす」
血糖値体温血圧みな戻る今日退屈感とみに湧きたり
血中の塩分異常に低きわれ副腎ホルモン剤増し呉るるとふ
腫瘍内科の主治医の告知厳しくてわが余命をば聞く勇気なし
妻作りたる葡萄一房食べ終へて糖度と酸味口中に染む
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間を置かず集中豪雨襲い来て被災の友に何を送らん
洗濯槽にカビ取り剤入れ浮きあがる不気味な黒き粒々を見る
新型が今もお好きか彼の君は自動車カメラ連れも新し
ライブでの礼拝に心よみがえり親子三代讃美歌うたう
リフォームで息子一家の仮住まい手伝うとても力尽きたり
梅雨明けが待たれる中で真夏日の強き光を眺めて怯む
ゆるぎなき信仰われに主の愛に包まれながら五十八年
リフォームで息子一家の仮住まい足踏む所探すも危うし
数件の返信溜まり落ち着かず細かな仕事に気を紛らわす
新鮮な空気恋しくマスク取り一息入れて歩み続けぬ
久しぶり友と外食の日本蕎麦香り豊かな秋の先取り
」にてコンサートでも合唱し講演会後も共に語れり
「 Zoom
予約より一か月半待つ接種インフルエンザの予防の為に
コロナ禍は障がい者の施設にも襲いかかりて舵取り厳し
妹と久方ぶりの墓参りこころなし少し窶れて見ゆる
不自由の不安と安らぎ思いつつ息子家族と同居の決断
気むつかしいミニシクラメンの水やりに脈取るように葉っぱにさわる

店先に飾ったナンテン正月飾り鳥たちが来てついばみて去る
着物着て帰りて来たる成人式ぬぎっぱなしの振袖の山
植えかえたボタンの苗木雨ふりて枯れねば良いと肥料ほどこす
命日の墓に詣でて水をくみ寒さに氷る霜柱見る
庭に出てみつけてうれしボタンの蕾枯れたと思う枝に三つ四つ
料理して片付けをして水仕事カサカサの手の皺にクリーム
手を清め口すすぐ水冷たくて急いでハンカチ出してぬぐいぬ
雨降りのお稲荷さんの鈴ならし幼少の友を懐かしむ庭
今年こそ大きな花を咲かせてよ秋植球根芽のいまだ出ず

ほうれん草たくさんつみきてビニール袋ひとつ茹でればほんの一握り

小四で読みし小説『秘密の花園』春が来るたび畑に思う

真夜中に体調悪く体温計どこにあるかと記憶をたどる
軒下に作るツバメの巣の中に雛居て餌のたびににぎやか
コーヒーを木陰に入りてガブ呑みす五月の空につばめ飛びかう

☆

今日はアスパラガスの肉いため畑より朝取り来たるやわらかきもの

正一位稲荷神社のやぶ椿尾長がゆらし蜜を吸い合う
孫のようなボタンの苗木についた蕾一つ今年は咲けと見守る
マスクして暴走し行く少年のバイクがひとつ風を切り裂く
畑仕事桜の葉陰に台おいて一休みする五月の夏日
あちこちと台に腰かけ草むしり尻の重みに台がぐらつく
草むしりに爪に入りたる泥落しついでに何度も洗顔をする
自作の苺思いのほかに大きく甘く一休みして茶請けにしたり

湯タンポで低温やけどの傷残りエアコンのみを暖に頼りぬ
寂しさと不安な思いこもごもに一人暮しの晩秋の冷え
午後は止む天気予報を信じつつ畑仕事の予定をたてる

友が好むブレンドコーヒー我も呑む色白の友のようになりたく

谷田律子
すこしだけ残しておいた熟れ柿にスズメが群れて飛びまわりおり

半分の月見る秋の夕ぐれに塒へ急ぐ鳥の群れ行く

たまご色のたまごせんべいはおいしくて貰いし祖母の手の皺も思う

想像の域を超えたる近未来見たき世界はわが死後なりや
学生は春に芽吹くこと研究すわれの不思議と思はぬものを
貨車の引くコンテナの数六十二個日本の背骨東北本線
微睡みより覚めて咄嗟に立ちあがり動きし吾も少し老いたか

友逝きて如何に過ごすや友の夫庭にも家具にも思ひ入れあらむ

草原に数多の雲雀囀るも飛び交ふ姿一羽も見えぬ
再開せる津波伝承館の展示物に津波直後の静寂よみがへる
九年経て高田松原の砂浜は日本百景の面影すら無し

「感染者ゼロの岩手をなぜ褒めない」テレビに向かひ母のつぶやき

もう一度生まれ替りて来るとてもこの父母の元この夫と添ひたし

孫からの十数枚の写真見て埋めゆく時間自粛するなか
夕さりの水平線より満月の重重のぼる赤みをおびて

誰も来ぬゴールデンウィークの静かさよ年寄り三人黙してそれぞれ

親子して弾む会話に少々のピントのずれも皆笑顔にて
徐々に徐々に無感染地区の狭まりて平凡な日々を過ごせぬ地球
巣穴より出で入る蟻ら忙しくおのおのの役こなして動く

誰がことや「豚もおだてりや木に登る」と夫の小さき声聞こえたる

ラジオ聞きつつパソコンのゲーム少しする家事草取りと数多あるなか

夫選ぶワイシャツの襟のこだはりを四十六年経て初めて気づく
我が庭のパンジーの時期ずれて咲く立春に震ふ柔き花びら
笑点の拍子抜けするテーマ曲皆を和ませゆるりと過ごす
福寿草ぽこぽこぽこと蕾あり昼過ぎやうやく一つがひらく

コストコもマクドナルドも無い田舎われも安き品買ひたいものだ

初日の出を茶の間に拝む時を待つ海より昇らず雲間に七時

八千歩あるけば体調良くなると聴けば歩数計いそいでつける
無意識に私の放ったその言葉友の心に刺さったままか
いんげんを多めにまいて花ざかり誰にあげんか実りの時は
友とする会話も暑き夜のスマホ明日の仕事のけだるき予感
見上げたる夜空に浮かぶ三日月にコロナ禍の日々の心やすらぐ
草さえも暑さに枯るる昨日今日夕立を待つ空を見上げて
いらないと思いつつ仕立て代の領収書破って捨てる心の重さ
稽古終え友と話せば気がまぎれ夕暮れ早し湯の香りして
我が窓に満月見ゆる夜もあり友と過ごしし幼き頃も
栗むいて炊き込みご飯の懐かしい母の香りと歯ごたえ嬉し
渋皮煮手間をかけつつ茹でこぼし年に一度の栗和菓子作る

津田美知子
震災前は街の灯の如く群れてゐし漁火も今宵たつたのひとつ
陶芸を趣味と勤しむ同級生集まれば皆生き甲斐持てり
一晩中雨戸を軋ます雨風に災害おそれ茶の間に過ごす
義母の齢九十五なり我等夫婦は六十八歳穏やかな日々
手を繋ぐ幼子の手の柔らかく車道側の吾しつかり握る
十二月に入りても強き日の光片目を瞑り長話しする
茶店にてダージリンの香楽しむは無心の境地に浸りたき時
海面を風吹き渡る細波を数羽の鷗ぷかぷか行き交ふ
三人の義姉は足並べ比べつつ太い細いと笑ひこけ止まず
餅好きの子等の笑顔を浮かべつつ十組丸めのし餅もつく
皆揃ふ正月用にイクラと蟹買ふことと決め晴れやかな気分
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手揉みするさりげない夫の仕草見て義父そつくりと義姉等の笑ふ

梅雨空に桔梗や百合の咲きそろひ水平線の霞みてどんより
我が夢は無傷のままの十年後自動車の免許返納すること
綾取りを何十年とやらずとも指は忘れず橋を作れり
我が家には守り神なる蛇の居り六尺の脱け殻今朝見つけたり
我が家には珍客有りて楽しめる栗鼠にカモシカ狐にうぐひす
常ならば盛岡の駅ビルぶらつくもコロナ禍のなか車に夫待つ
三歳は早口ことばの「生卵」何度いどむも「ななたがも」となる

☆

彼岸過ぎ長袖シャツの出番なり間もない冬の支度を急ぐ
十五号台風の動き遅くして四日の間風雨に怯ゆ

中平節子
立て続けの台風災害地は冬に向かい怒りを何処へ向ければ良いか

老夫婦の生計立て直しはもう無理だ終りだと言う涙止まらぬ
稲刈りの済みたる田んぼに並び居て白鷺ふたつ落穂啄む
コスモスの花に囲まれ妹の写真は今にも笑い出しそう
温暖化の山は秋なのに色づかず紅葉狩りの人まばらに静か
今日もまたニュース流るる被害地の復興進まず寒さ増す中
みかんの里「山北みかん」ブランドとなりて山々黄に照りている

月末は冬雷誌届く郵便箱をそわそわしつつ何度も覗く
柊は白き小花をあまた付け家の鬼門にほのかに香る
四国の玄関と言いし宇高連絡船一〇九年の歴史を終える
孫達に年玉貰う老二人最近までは逆だったのに
沖縄の春の裾分けとさくら届く龍馬空港ロビーは春です

西村邦子
強風に逆らふことなくしなやかに風に任せる秋明菊
早朝のローカル線の無人駅ホームのベンチでコーヒー一杯
中継の俄ラグビー応援は息子の解説横で聞きつつ
四年前北海道周遊のときの写真われら二人はふつくら若し
諦めた頃に見つかる捜しもの母の声残る携帯電話
ウインターコスモスといふ名に惹かれ色なき庭に二株植ゑぬ
湯上がりのスキンケアを念入りに同窓会の一週間前
捜す店スマホ片手に得意気な男孫に任せる道案内は
昼下りの車内に射し込む陽だまりに居眠りする人本を読む人
電車内みな下向きてそれぞれにスマホの世界老いも若きも
前裁の葉刈りをしたとふ弟は障子を開けぬ父の命日
今そこに居たはずの母が見当たらず泣き泣き捜す声に目が覚む
干支頭の子どし六回年女祝ひ鯛に坐る家族に囲まれ
七十路になりて始めたる月一回写経に坐りて印十二個
年末の眼科診察待つ間友への文の下書き終へぬ
入院の母に通ひし沿線の車窓の風景ぼんやり眺む
約束の日本石楠花弟に持ちゆく今日は誕生日にて
遺品なる父愛用の万年筆インク入れ替へ弟に譲る
新しき帛紗ばさみに子の柄の古帛紗たたむ明日は初釜
黒豆の旨味汁を捨てきれず煮物に入れれば残る正月
二人なら柳の街並み倉敷も娘家族とジーンズロード
従姉から叔母の着物のリメイクを頼まれ紬に鋏を入れぬ

シュークリームとイチゴの顔のおひなさま友の手作り世界で一つ

田の畦に早くもツクシが芽を出して春のおとずれ朝の光は
人混みの対象には遠い田舎なれどコロナウイルスからわが身を守る

田舎ではコロナウイルスも届かぬがニュース映像に胸のいたみぬ

水に落ち椿の花の流れゆく哀れの沁みぬ見つめる吾は
方言に暖かみあるか分からぬがニコニコと聞く若き彼らは
満開の花々を観る人のなし牧野富太郎植物園も
戦時下の気配さえする自給自足狭き畑地にカボチャを植える
里山は見渡すかぎりの藤の花むらさきは私の大好きな色
埼玉の娘夫婦を心配すコロナウイルスはこの地に軽く
親として毎日忘れず「めぐみちゃん」と心の中で呼んだであろう

短歌始めて二度目の合同歌集手に何度も読みて抱きしめもする

悲しむ親が居るのだから安倍総理拉致被害に本気を出して
里山は薄桃色の合歓の花ねむの木学園のまり子さん忍ぶ
嫁入りの道具一式皆捨てて親の苦労をしみじみ思う
我が足腰の立つ今こそと思ひ切り未練も少しありて処分す
行きつけのラーメン店の主逝く病気には勝てず一人子残して
三日前会いたる時は元気無く気にかけいしがその死を知りぬ
奈良に住む娘案じつつ店主逝く親一人子一人と聞けば哀しい
ひっそりと通夜も葬儀も人知れずコロナウイルスの禍いのなか
大好きなカボチャのコロッケこのカフェーの自慢のランチ８５０円也

空広く叔母に連れられ藤田家の英輔さんのおしゃれなカフェー

稲作は今年も豊作保冷庫が家族の主食守りしてくれる

窓に見ゆるシンボルツリーの山茶花の姿変はりゆくわれらと共に

リメイクの叔母の大島一片の切れ端捨てずに戻す従姉に
春の雨落ちそで落ちぬ水滴が楓の色づく枝先潤す
採りたてのワカメを湯がく大鍋に緑鮮やか春色沸き立つ
誕生日迎へたる夫といつもの朝餉「おめでたう」の一言添へて
映像にペルークスコの赤い屋根アルバム見開く七年前を
九歳は短い鉛筆好みゐて筆圧強く大きく丁寧
新四年迎へる男孫は入塾す大きな鞄に未来を詰めて
地中から懸命に水を吸ひ上げて梢の芽吹きを守る山茶花
水面に広がる大きな輪を残しカルガモ低くめざす夕岸
ゴッホ展再開したとふ映像に並ぶ検温美術館前
道端に幼の春を見つけたる祖母と摘みし土筆によもぎ
五年目の祥月命日近づきぬ母の残せる無言のメッセージ
生誕の記念に植ゑし樅に立ちて男孫十歳の今年のポーズ
帰り来て地図を広げて語りだす男孫こたびは丹後鉄道
不揃ひの胡瓜を並べすりこぎで軽くたたいて梅肉和へぬ
箱いつぱい友から届く球根のダリアを植ゑよう今日の一日
これまでは週一回の日課なれども躰が誘ふウォーキングへ
手洗ひの回数が増す日常に指輪を外すウイルス対策
家に居て写経に坐る手を合はせ筆を運べば本堂のごと
八重咲きの木香バラの控へめな香気ただよふ家の辺りに
犬飼ふはもう無理だよねと一人ごと夫が作る庭に巣箱を
学ぶことが贅沢だとは思はなかつた女子学生の言葉が残る
なき母の親友媼の生誕に母の着物をベストにリメイクす
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床に入り「冬雷」開くひとときは平凡なれどもひと日の終はり
とりどりの庭のあぢさゐ束にして友を待ちをりいつもの喫茶店
久びさに会ひたる友とティータイム口元ときどきハンカチ当てて

わが胸で泣きじやくりたりし女孫は遠くなりゆく野球部マネージャー

歯科医師は治療の後の口の中念入り除菌飛び散る程に
夕暮れのほど良き坂の続く道ひぐらしの声に包まれ歩む
友からの動画身に沁むコロナ禍にくり返し聞くチェロの音色
帰り来て手洗ひうがひと浴室へ二人のルールを互ひに守りぬ
日が落ちて黒き稜線夕茜切り絵のやうなる六甲連山
筆まめな従姉は文字をややくづし流れるやうにいつも横書き
嫁ぐとき持たせくれたる桐下駄を庭におろせば心地よき音
また一つ百日紅咲く境内に忘れられない夏の日ありぬ
映像に夫と登りし利尻富士アルバム見開く五年前を
子の夢がおぼろげに残る週末の朝の電話は久びさ息子

早坂冨美子
渋柿を詰めたる袋に渋抜き剤ネオヘースタン入れて封をす
やうやくに眉刷草が咲きました貰ひたる友に今朝を電話す
柑橘類好みでないらし諸鳥ら地蔵尊の供物みかんは食はず
藺草のござ外す茶の間に花柄の膝掛け三枚調へ客待つ
心臓の病ひに利くと聞きしゆゑ山法師の実砂糖漬けにす
二十数本の桜大樹の伐られたる広き校庭にあつけらかんと立つ
校庭に人工芝の施されサッカー競技に賑はふ今日も
根つこなき虹と詠みたる友の歌かかる感性何処より湧く

全世帯に配布さるると言ふマスク三月を待てども未だ届かず
午後六時を知らすチャイムの夕焼け小焼け懐かしみつつ吾も口遊む

コロナウイルスの感染予防に盂蘭盆も帰省ならずと子よりの電話

工業団地の街路樹いまを咲き盛る百合の木の花友と仰げり
呑み口の歪む備前湯呑み茶碗撫づれば日毎光沢の出づ
友賜びし黄蓮華升麻この年も数多の花芽を付けて静もる
黄蓮華升麻の咲くを待ち侘び日に幾度庭に出で来て発芽を数ふ
歳相応の顔に不平を言ふでなし母の言葉が耳に残れり
南天に蔓を絡ませあまたなる小花付けたる屁糞葛は
最上川の災害に幾度見舞はれし町とは知らず土地求めたり
一抹の不安を抱き求めたるこの地に家を建てむと決めにき
最上川の河岸に堤防築かれてその後災害に一度もあはず
七月三十日新聞の大き見出しにて最上川氾濫のニュース広ごる
雑草も花であるとふわが持論捩花車前抜かずにおかな
大内宿に旅せし記念に求めたる会津塗り椀大き二つを
猛暑日の続きたる午後の俄雨橅の大樹を叩き降り続ぐ
猛暑まだ続く夕べを賑賑とすだく虫の音湯浴みして聞く
行きつけの靴屋の鸚鵡「ピー子です」
「靴買つて頂戴」繰り返し言ふ

栗の甘露煮話題となして向かう三軒われらが主婦コロナ禍に耐ふ

棚田百選に選ばれしとふ古里の黄金色に輝く棚田
金色の筵を敷きたるごとくにも棚田の稲穂夕日にぞ染む
丘に立ち眺むる棚田輝きて明日に繋ぐ夢を託さむ
木通の産地「日本一」とテレビにて放映されゐるわれの古里

馬酔木の花ヒヤシンスの花はや咲けり雪なき庭に伸び伸びと咲く

庭木々の実のおほかたは諸鳥に喰はれて残る赤き南天
かたことと最終列車の過ぐる音物書く夜半に透りて聞こゆ
終列車に乗り行く人らの生活など思ひてゐたり一人灯の下
疎みゐし後期高齢者と言ふ用語聞き慣らされて今を生き継ぐ
雪国に雪なき新年迎へゐて常啼く鴉ちつとも啼かず
山里の段々畑に枝たわめ熟柿あまた点る灯のごと
雪まつり開催さるるに雪全くあらず神事に頼り雪乞ふ
冬空に弾ける花火観衆の心にぞ染むいとも鮮やか
雪のなき二月の庭に牡丹の赤き芽動き春立つらしも
今一度高野山詣で適ひたし痛む右膝両手に庇ふ
虫取り菫細き花茎に一輪の花を咲かせて一月を経つ
無観客の相撲放映見つつゐて握るこぶしに力入らず
醜名呼ぶ行司の声さへ張りのなし土俵の力士よ頑張れ頑張れ
三十六番の受付け札を渡されて順番を待つ確定申告

☆

庭に咲く椿の花粉けちらして二羽の鵯ふいに飛びたつ
門ちかく馬酔木の花の咲き盛る触るればさらさら房花揺れる
あした
チャンネルを変へれど何処も朝よりコロナウイルス感染を報ず
ウイルスの感染予防に役立つやマスク、手洗ひ、外出自粛
止まるを知らざるコロナウイルスに世界隈なくなす術あらず
実生より育てて五年やうやくに山芍薬の花ひとつ咲く
靴下の破れし踵に電球を当てて繕ひし遥かなる日よ
蕨・独活・筍・こごみ取り取りの山菜詰めて子らに送りぬ
六月の暦の余白に誌し置く夏蝋梅の開花予想日

藤田英輔

ワゴンから二人の奏者降りて来ぬ高知の山の廃校舎前
奈良県とハワイに暮らしマリンバで生計たてる二人の女性
「ねぇ君不思議だと思いませんか」と椿の花を落とす寅彦
焼酎に柚酢落とせば帯となり互いに溶け合うさまを見ている
洗濯に専念するもこれ天職と太宰になりてなぞる一日
乱暴にホウキではたき落としたし眼前に張る女郎蜘蛛の巣
いびつなる月に案内されて行く知人の通夜の帰りの道は
珈琲のカップにツーと垂らされたミルクの膜はやわらかき白
夕陽受け転がし遊んだビー玉は黄金に濁るこの闇の月
長寿手帳かざせば無料で入れると昭和のテレビの印籠が届く
観客のいない春場所大相撲テレビに観いる楽しみ減りぬ
ビール飲むラベルに赤い星がある星に成れたか骨壺の叔母
白や黒が覆った顔で外に出る見えない敵と闘うためと
何処にて鞄にひそむ花びらかピンクが朝の光りに笑う
病室がナナのニシへと移ります事務的なれど陽溜まりに入る
マスクして犬と歩ける友人は拳突き上げエールをくれる
白墨は小さくなりぬ黒板の日付消すたび白濁残す
着古して慣れたる服を今朝選び草木の枝葉刈り込んでゆく
真夏日の眩しき中に進む葬儀亡くなりし時の雨は上がりて
夏近きゴーヤの苗を植え付ける日除けとなりてこの窓覆え
友人の告別式の列に着く表情隠すマスクの顔で
玄米を一掴み台に置き来れば秩序をもちて雀らが来る
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日曜の「歌壇俳壇」のページ切り認知症の母に「俳壇」渡す
一抹の不安を被うマスク着け今日も見舞いの病棟へ向く
歌ことば探し開けたる辞書のなか風そよというページが揺れる
目を見つめ肩に触れつつ声かけるハイッと小さく父は応える
よこしまな心持ちたる吾の手は氷で薄まるグラスに触れる
冷房の効いた部屋にて決めし事玄関開けて躊躇う夕方
築五十年経てカフェとなり祝福の一首が掛かる大黒柱に
同窓の異性の友と待ち合わせカフェで語らう九十六歳翁
フェイクファーのグレーの襟巻き愛用す生き物のいのち奪はざるゆゑ

発見の時が大事と言ふわれを癌の弟わかりくるるか
医師を信じ癌の治療にがんばると言ふ弟の思ひはぶれず
味足らぬわが沢庵に塩を足す加減叶はぬあれこれ思ふ

はるばると南半球思ふなり秋の大気は広ごりてゐむ

本間志津子
点々と朝の刈田に白鳥ら何を啄むしばし動かず
穂芒は山路の風にせめぎ合ふ黄なる背高泡立草と
紅に黄に変身の木々を縫ひわが行く山路今を華やぐ
暮れ早き県都に灯る街灯と信号の緑潤みて温し
薄紅の菊の花びら茹でて食ぶ秋の香りを啄むやうに
雪が降る月山蔵王朝日岳初冠雪とふ霜月五日
国道に防雪柵は設置され冬への備へいよよ始まる
死者の数増えて九十名を越す激甚災害となる台風の
不要なる電気こまめに消しゆかむ温暖化防ぐ小さき一歩と
氾濫を八岐の大蛇に譬へしかいにしへ人の苦渋を思ふ
をちこち
雪被ぐ遠近の山に囲まるる雪なき里は澄みてひそけし
弟は癌と分かりて電話口にわが体験を黙し聞きをり
香港にシリア中東アフリカと先行き見えず年暮れむとす
月一の通院となるを知らせ来る骨髄腫病む友は賀状に

紅葉の広ごる山の彼方此方に返り花咲く雲仙岳に

ひ

こ

ま

せ ん ぢ や う

もて余す九時間越えのバス中に近江牛入りコロッケ美味し
日の入りを撮らむと丘に並びたるその道のプロらしき人等の
富士山の茜に染まる高原の広ごる静寂よ王ヶ頭の朝
逞しき登山ガイドの後に付きアイゼンの重み忘れてゐたり
友と行く河津桜の新名所人の少なき満開の丘
庭隅にクリスマスローズ咲き盛り目立たぬままに株を増しをり
寒咲きの菖蒲ムスカリ風信子うすむらさきよ優しく匂ふ
五時起きと二十一時に寝る習ひ馴染みてきたり喜寿の時間の
凍てつける鎖を握る手袋の五本の指に氷が付きぬ
登頂をつひに諦めその後の足取り軽く変はる喜び

雪おほふ甲斐駒ケ岳、仙丈ケ岳北岳の煌めきてをりバスの中まで

か

令和の年はじめて過ごす十二月庭を彩る石蕗の群
アフガンに命かけたる中村哲氏日本人我の怒りは熄まず
この冬も戻りて来たり鵯の柿の小枝に一声を聞く
庭畑に色づく柚子を五つ捥ぐ棘をよけつつ冬至の前に
廃校の面影のこす一棟に冷たく光る小さき灯り
スーパーの開店待ちて調達の寿司と刺身は元旦の膳
過去となる大河ドラマ「いだてん」の博物館閉づ祭日のけふ
菜園を漁る白腹この朝は張りたる網に絡まりてをり
パソコンに不具合生ずる日曜日けふは一先づ強制終了

下山後の疲れし身体を伸ばしたる酸ヶ湯の思ひ出消ゆることなし

映像に酸ヶ湯の積雪一メートルとふ半年前の友とのキャンプ地

スーパーにニュージーランド産を買ふ香りと味はとりたてりんご

人間の招き寄せたるウイルスかコロナとの攻防まだまだ続く

ふるさとの姉と会ふ日を決めてをりとりとめもない時の過ぎゆく

新年を迎へ六日目日脚伸び朝夕の空明るさを増す
早春賦ハミングしつつ濯ぎもの干す空青し風冷たくも
轟々と松が枝ゆすり吹き荒るる風は春への先触れなるか
え び
いつ知らず狭庭の隅に葡萄色のクリスマスローズ花開きをり
核汚染コロナウイルス目に見えず三月の空青み温むも
庄内の涸れ田の果てに月山は雪を抱きてなだらかに立つ
雪ゑくぼ木々の根元に現るる生くる証か月山道に
暖かき雨に湯気立ち霧となる月山の雪一気に融けむ
黒き土所どころに斑雪一週間後の月山道は
向かひ家の窓に西日は赤々と何も起こらぬ今日の終りに
問診の医師の問ふまま話したり吾が乳癌の手術のことを
生きむとの思ひ強かりき乳房ひとつ取り去りし五十七歳われは
小刻みの鋸の刃に似る高下心の不安映すか株価は
冷ゆる日の桜は散るをためらふか静かに咲けり花冷え続け
街路樹の若葉の香り運ぶ風吹かれて店に培養土買ふ
貰ひたる金の成る木を植ゑ替へむ花咲く日まで育てて見むか
コロナ禍はいつまで続く子供の日人なき街に春うららなり
生垣の馬酔木の花は鈴なりに葉桜繁る夕べとなりぬ

モロヘイヤの苗要らぬかと問ふ友に畑を止めたと言はねばならず

宙を這ふ朝顔の蔓危ふげに支柱を添へてほつとする朝
乾きたる白き綿シャツふんはりと初夏の日向の香りを放つ
ひさびさに骨髄腫病む友を訪ふ杖なく歩む笑顔の友は
梅雨の闇深き未明に降り出す行方定めぬ土砂降りの雨
氾濫は中流五箇所に支流数多五十三年ぶりなりとぞ
ヒロシマに七十五度目の夏が来るいのち二十万奪はれし地に
乳を吸ふ力弱まり死にゆきし子を語る女あはれ老いづく
陸軍は徹底抗戦言ひ募り陛下の思ひに敗戦きまると
敗戦にＢ
はもう来ない安堵幼きわれを包みき
今日こそは仕舞ひと思ふ朝顔の青きが二つ残暑の中に
穂芒は光と風の中にありおいでおいでといづくへ招く
コスモスの群生人の背丈超え勤め帰りの人通り過ぐ
わが従妹パーキンソン病進みゆく特効薬は出て来ぬものか
短歌とは心の叫びと人は言ふ呟きなどは論外なるか
揶揄と言ふ真摯ならざる悪ふざけなきかわが歌再度見直す

喜寿となる同窓会の近づけばその日の服を掛けて待ちたり
四時間の宴の中にそれぞれの来し方想ふひとときのあり
会の前黙祷をする亡き友の年ごと増ゆるこれも運命ぞ
我が街の動物園の看板は映画の舞台となりて輝く
雨あとの目立たざる花ほととぎす秋明菊の白の引き立つ

益坂順子
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植ゑられて四年目となり蕾付く伊藤整一ゆかりの桜
目に見えぬ敵恐れつつ菜園の土と対話の多くなりたり
プラスチックゴミの収集始まる新年度その量多くまなこ見開く
褒めらるることのみ記すノ―ト持ちけふは手作りマスクを加ふ
三密を避けるスーパーのレジ待ちに時間を変へることに決めたり

豪雨よりひと月経ちてシャッターを閉ぢたるままの手作りパン屋

四つ目の展覧会の中止とふ便り届きて失せゆく気力
朝あさに普賢岳見る楽しみのけふ霞みゐる黄砂か雲か
作業にも得意分野のある二人されど美意識ときに違ひて
うす暗き木立の中に腰屈め銀竜草と見詰め合ひたり
水の無き雨ヶ池の見ゆる尾根鳴き合ふ鳥の声絶え間なし
捻挫とふ経験をして解りたり下山にかかる足への負荷を
この夏の遠征登山断念の決め手となりき足を挫きて
クラッチを踏み込む力無きゆゑに杖を片手にスーパーに行く
梅雨空も自粛も明るむ六月の厨に匂ふ辣韮漬けの
捻挫せし足を庇ひて片方の膝に違和感かがめる時に
アナベルのか細き茎は嫋やかに揺れつつ姿を保ちてゐたり
菜園に育つ四本のミニトマト食感違ふ色も形も
良い柄と友に言はるる昭和期の久留米絣は白黒模様
色褪せず透けることなく着続ける久留米絣の夏ワンピース
通販の苗木に生まれたばかりの実一つ付きたる国産レモン
高齢者の心を掴み絶ゆるなき話法巧みな若き店長
ミッションの車の癖の抜けきらず左手つねにさ迷ひてをり
要らずとも落つれば拾はずにゐられぬと言ひつつ姉と栗畑に立つ

強風に抗ひたるか一夜にて栗が転がる青毬までも
百年に一度の強さと経験の無きこと言ヘリ颱風十号
大雨のトラウマ消えぬ友のいふ何はともあれ避難所に行くと
電話にてしぼり出したるやうな声人工肛門になつたと友の
賜ひたるシャインマスカット一房に華やぎてをり二人の食卓
近隣に庭師の入りて我が庭の剪定始む見やう見真似に
朝あさに猫の入り来る菜園に侵入禁止と書きたき気分
ラインにて登山の誘ひ快諾し夫に伝ふ数時間後に
紫蘇の穂のほど良きころを指先にしごきて思ふプチプチ食感

松﨑みき子
家裏の斜面軽々降り来たる鹿の親子の足跡深し
見舞ひ来て老々介護の伯母の家玄関に並ぶ介護靴見る
幼きは漁船の床に坐りこむ父も居し海カモメ大きく
北風に窓を打つ干し柿の音ほどよいかたさに取り入れるわれ
何回も神社の鈴を鳴らしては頭を下ぐる家内安全
年末に掃除重ねて肩がこり落第生の主婦だと笑ふ
くるみ餅は正月のあひだ人気あり長男夫婦残さず食へり
あくせくと職場と家を往復しそれでも足らず母の介護す
脳トレに励める姉はドリル眺めにつこりの目でひらひらめくる
寒い日に叔母は畑行き連れ合ひは炬燵に眠る幸せさうだ
三陸の毛蟹茹であげ旬のもの味はふ束の間コロナ忘るる
春うららマスク付けたる隣人と挨拶交しひとりの花見
岬沖大海原に日が昇り桜鱒の群れ北へ向かふと

親子鹿月夜の晩に山を降り庭の青木の葉はすべて無し
われの子の七五三には列車に乗りかけつけくれし義母思ひ出す
道端で幼なじみと立ち止まる健康談話に心の和む
岩肌の溝に根づける浜菊は潮騒の夜の満月に照る
孫に縫ふちひさきマスクガーゼ布コロナウイルスよるなと念ず
高齢化に一艘二艘と漁を辞め淋しき船着場に風の吹く
リラの木は根元がやつれ葉も付けず二十年前の初夏に貰ひて
山桜風に乗り行く花びらが光織り混ぜ青空に飛ぶ
水澤タカ子
美しくさくらの花を君は撮る午前十時のあぜ道の中
いつとうかい
コロナ自粛のストレス案じ孫たちへおもちやの付ける菓子荷を作る
一東会の井茂会長の書道展を和光にて観る解説受けつつ
夏日のなか庭草片すのんびりのきまり文句は「明日があるさ」 神宮の森など自然が豊かと言ふ巣箱を置きて蜂蜜を採る
陽あたりのベランダに干す夏浴衣袖通すころコロナ禍去るか
映像に見たれば姪も興味もち共に事務所に話を聞きぬ
うちじゆく
歩めども展望台の見つからず岬の海を密かに眺む
咲き残るバラに顔寄せ手に触れぬ弟と巡る内宿バラ園
温暖化に飲まれるほどの豪雨なり災害の多きも自己責任か
自分一人に出来得る行動わづかなり周りの人を動かし行かむ
暑き中町内放送高々とクマ出没と朝から騒ぐ
ノーベル賞の吉野彰氏語りたり環境保全の開発求むを
木槿の枝伸び放題の下陰に体ゆつたり麦茶飲み干す
「一隅を照らす」モットー貫きて生を終へたる哲氏を敬ふ
いち早く大型の船のさんま漁大漁旗なびき港に入り来
除夜の鐘聞こえ始めの弱々し小学生の突く音らしも
カモシカの姿を見つけ車止めスマホ向けても逃げず動かず
活け花を教へゐる友の持ちくれし松飾り映ゆ今年の玄関
庭の草抜くに疲れて散歩せり密を避ければ小鳥のうたふ
山形に疎開しにきとふく子氏は記者に語れり空襲の時を
魚市場沖より戻るさんま船不漁の競りも真剣勝負
限られし命を知りて御蓋山に一瞬の虹を撮る保山耕一
三陸の海の水温上昇ぎみ鴎も見えぬ猛暑の続く
キャンベル氏の記念講演に聞きゐたり日本人のゆとりの心
今が旬スーパーに行き鮮魚見る初物さんままだ並びゐず
農高生の差し出す飲み物味深し遊学館の賑はふロビーに
夕食の仕度を早めテレビ付け都心でのコロナ感染数知る
新井満の自由訳せる〈イマジン〉の詩と映像に感銘をうく
レノン言ひし「オノ・ヨーコとの共作」と対談に知りイメージ満ちくる
県外の孫に会へざるコロナ禍は盆も静かに我慢の続く
子の家もソーラーパネル据ゑれどもブレーカー落ち闇をかこちぬ
叔母は手に植ゑ苗抱へ畑にをり絣の野良着の娘つ子めく
友の部屋にあまたの花鉢並べあり元気をくるる赤きランタナ
石楠花の群生見たく山登るわが初体験ただただ遠し
篝火を見つつ湯殿に七人の友と笑へば天井に響く
感染症コロナが為に義母の葬儀簡素になりて天仰ぎ見る
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コロナウイルスゆゑの休校を心配す隣に住める受験生あれば
菌防御にあまたの集り無くなりて所在なくをり小松菜を播く
春耕をいつもの人に頼まむと枝を拾ひて肥料撒き終ふ
黒ぐろの土を盛り上げ畝立てて春野菜播き月山仰ぐ
ひい孫と散歩の道に連翹の乱れ咲きゐて貰ひ帰りぬ
小豆入りの紅茶を飲みつつ孫語るは老人施設の今夜の献立
自粛して家に籠れば四歳の女曽孫踊るパプリカ楽し
草取りにタンポポの根を掘り出せば青白き蛙ゆつくり動く
白木蓮今日にも咲くかと見つつ往き鍬を買ひ来て気持晴ればれ
へ
淡く咲く姫辛夷の上の鵯ら近づき行けば高鳴き去りぬ
盛り咲く君子蘭をば鉢に観て外出控へる今をまぎらす
柚餅子などひ孫と作りわいわいと家にて過ごす端午の節句
伽羅の木の根方にいつしか木通蔓のびてをりたり鳥の仕業よ
待ちゐたる雨に黒ぐろ土湿り白隠元の苗移植せり
暑き日のまはりに負けずかげろう草小さき芽を見す隣の鉢に
こもりゐて宮地伸一秀歌集読み終へくつろぐ時の記念日
左耳の聴こえ悪しとＭＲＩにて息子は脳に腫瘍見つかる
われら夫婦仲人したる君逝けり五十二歳に母を残して
万葉集百二十番より書き始む料紙あまたを書きては捨てて
父は戦死母に手ひかれ義妹らは南へぢりぢり逃げまはりきと
余りにも悲しき体験夫にも語らざりしと涙拭きつつ
初秋の風にさそはれ幼児と歩む青田に稲穂たれそむ
子のくれし富士山型の盃に今宵は米寿の菊酒をほす
生日には親を思へと夫言ひしを忘れ得ずして今日は伝ふる

二年ぶりの吹田の家の床の間がクローゼットになり水屋は物置となる

冠木門くぐれば日本庭園が都会を忘るる大濠公園
大小の滝の音ひびかせ流れゆく池に島あり福岡の公園
大宰府の万葉歌碑を巡りたし四十四基に躰力の無く
この友は施設あの友は入院し逝きし人もあり久びさの吹田
颱風に茶室の屋根の一部めくれブルーシートに一年すぎき

大伴旅人の邸宅跡付近と言はれゐる坂本八幡宮に子に連れられ来

ホームの夫はわが声きこえず吾は夫の言葉わからず子が通訳す

梅の木の多き太宰府跡そばに鄙びたる小き坂本八幡宮あり
横浜にゐる間に街も人も変る千里山の家を二男に譲る
千里山の吾のベッドに寝るよりも安眠できる横浜六年たちて
母の名の薄く残れるダウンチョッキ十五年すぐる今も羽織りぬ
「もう」よりも「まだ」と思ひて頑張ると三十三歳の幕尻優勝力士

義政や信長明治天皇の削りしとふ香の名の菓子が届く
五十米先が朝霧に覆はれて白馬村を思ひ出しつつ歩く
数学のテストあるのに 「指痛み字が書けない 」と病院へ行く孫
親指を固定し包帯まかれゐて孫は戻りぬ剥離骨折といはれ
ネットにて中学の合格発表さる孫をハグして万歳をせり
網膜の術後つかひしゴーグルとマスクに花粉をさけて散歩す
新型のウイルスに揺るる時世にも初めて今年の鶯鳴けり
アーモンドが咲き始めたと千里山の家の隣より写真付きメール
朝食の最中にそばの山辺より青葉梟鳴き箸を止めたり
梟が昨日なき今朝は青葉梟の声してすぐに窓を開きたり
同い年の従姉妹が風呂場にて逝きぬ緊急事態宣言の日に

☆

わ

米寿まで聞法つづけし父の歌しみじみと見る吾の誕生日
新しき機器の学びに追ひつけず日のみ過ぎゆく四世代のなか
この夏を楽しみに見し朝顔の種子をしまひぬ曽孫の名を書き
小松菜のまはり飛び交ふ紋黄蝶追へども逃げずつるむを見たり
遠出せず野道を歩めばむらさきの野紺菊にほひ日に輝けり

三村幸男
三密を気にかけながらスーパーに肉か魚か手に取るうどん
このところ電話もメールも来ぬ友に連絡すれど又今日も留守
高崎へ向かう列車の窓開けて空気入れ替え車内に五人
免許証更新の朝雨強く傘を傾け駅へ急ぎぬ
朝のメールに高原野菜送ったと姪よりあれば明日が楽しみ
濃いピンクに咲くさるすべり風に揺れ逆光の中に輝いている
雲光り稲妻が鳴る雨風の吹き付ける窓のシャッター降ろす
草かげに蟻の巣のありぼんやりと見つめていたり小雨ふるなか

暑き日日の二箇月コルセットに縛られて秋風ふけど未だ外せず

三好規子
寝た切りにならずにゐるはコルセットのお蔭と医師いふ骨折いく度に

動物園のナイトツアーに家族みな出かけて独り見上ぐる花火
米寿なる友は介護度三となり「これで特養に申し込める」と
草叢の五六羽のすずめが吾が杖に急に飛び立つ羽音のこして
助からぬと言はれし病が完治して二十餘年のわれ傘寿を迎ふ
わが命助かり退院のちすぐに夫と旅せし首里城が燃ゆ

満開の桜の傍の柿若葉あさの日を浴び緑かがやく
十回に一回全き声に鳴く朝の散歩の四月の鶯

一家揃ひ「Ｇｏ Ｔｏトラベル」に誘はれて県内一泊の旅に出でたり

古里の家の跡地に四軒の車庫付きの家みゆストリートビューに
ジャスミンの香り漂ひ白と紅の花水木ならぶ道を歩みぬ
ネット出演の山中伸弥の部屋の軸「人間萬事塞翁馬」
颱風の来るまへ枝を払ひにしジューンベリーに今年花なく
門横のジューンベリーに実のなれば数多の雀が寄りて声あげき
集団にて登校の子らの来る前に日び掃除しき雀の散らす実
コロナ禍の自粛から自衛の東京のイルミネーション虹色に光る
濃みどりに浜木綿の美麗な歌集なり汚れぬやうにカバーを作る
勾玉の形するとふ沼島より届くわかめの鮮らけき緑
すぐ横の電信柱に四十雀が巣を作り日び雛の声きこゆ
電柱をめざし親鳥の餌を運ぶ姿に安堵す無事に育てよ
四十雀の啼き声大きく巣立ちどき一羽二羽三羽と順に飛び行く
甘党の婿のテレワークにケーキ焼く回数ふゆる娘や女孫
デッキの鉢に伸ぶる正月の葉牡丹に紋白蝶が卵うみに来
甘藷を食べなくなれる青蟲を椿に乗せれば蛹となりぬ
梅雨空に咲きつつ散りて色の褪す数多の合歓を避けて通りぬ
早朝の電線に並ぶツバクラメ杖を支へに二十七羽数ふ
一昨日はあんなに居たる燕たち何処に行きぬ渡りに早く
四年間の癌年金の最終分コロナ給付と同時に貰ふ

早朝のしじまの中の露天の湯孫や子と浸る青紅葉みつつ
芦ノ湖のほとりの足湯のあるパン屋行列をして孫はパン買ふ
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湯本温泉車行きかひ人多し騒音のベンチに食ぶるソフトクリーム

☆

小笠原シジミ蝶絶滅の今朝のニュースわが庭の揚羽の蛹も動かず

安川敏子
大会は詠草を読むパネラーの人生感じ多くを学ぶ
秋びよりのもとに美しき菊花展一年育て金賞とる友
かぶの葉にジャコごま昆布ゆずを入れ炒めひとりの満足手作り
映像祭野外撮影音楽に圧倒されて時間を忘る
紅葉を楽しむ車の帯途絶え静まる道に落葉が乱舞
寒の入りベゴニアは凍え土になり門松凛と北風を受く
「うっかりと八十八迄生きちゃった」そんな台詞を真似してみたい

コロナウイルスどこから来るかつかめずにマスクにうがい外出禁止

日暮れ時子供が走る路地の中声張り上げて追いかけごっこ
高齢者は感動少なく恐い顔せめてにっこり挨拶だけは
思い出の品々全て処分する老いて行く身の店仕舞いなり
太極扇指導者の舞いに見入りたり扇と躰が一体になる
大学のバンド仲間の通夜の人青春時代語りて尽きず

やわらかな陽ざしに木蓮咲きみちて一輪車に乗る子の過ぎて行く

テレビではコロナウイルス持ち切りで悪徳政治家逃げ口つくる
この二月市営斎場フル稼動参列者皆喪服にマスク

猛
☆

気が付くと小さな新芽ふくらんで蕾と花が鉢にあふれる
プロが売る手作りマスク五百円 「何度も洗って使って 」と言う
若い人外出自粛無視をして桜吹雪を楽しみ歩む
雨戸開け三月の雪珍しいコロナウイルス溶かし消してね

山崎
加湿器をまた取り出して一年間無事に過ぎたる自分を思う
シルバー席に吾を押しのけ坐りたる若者はすぐスマホ弄る
毎日を共に散歩の犬とわれどちらも礼を言うことはなく
心なし十二月の風は冷たくて空き缶拾う人がまた来る
くれないに染まる西空仰ぎ見て亡き友思う惜別の歌
久しぶりラジオ体操やってみる若き日出来た片足立ち出来ず
翻訳器駆使しタイ人吾の言う言葉に遅れ首を振りたり
病室の五階の窓より見る公園若人達に心なごみぬ
肺炎の熱に眠りて見る夢は割烹着姿の母の面影
ベッドにて目に追う蜘蛛が天井を素早く走り何処かに消ゆ
点滴の所作が事務的すぎるかと苛立つ血管探る遅さも
毎日の病院食は味気なく健常時には想像もせず
点滴をしみじみと見て落ち込む吾同僚よりのメールで和む
病み上がりの躰で外出すると言えば妻の制止はかつてない声
肺炎の癒えて退院してひと月医療崩壊直前と聞く
兄弟で母の思い出語るとき小児肺炎の弟が泣く
自粛にて入学式も中止され家に籠れる子らは苛立つ
友よりの手作りマスク嬉しくてテレビ点ければ憂い深まる
ゴミ袋両手に四つぶら下げて山茶花のしずく落ちる下ゆく
非常時にはしゃぎて遊ぶ幼子は吾の顔見て笑み浮かべたり
ひたすらに家路急ぎし夕空の紅き太陽むらさきの雲
百年を超す梅の木の枝張りを如何に剪るかと妻と話しぬ

この夏にクーラー取り替えの備えあり自粛を守り我が家で過ごす

この時期に琴の音「春の海」を聞き空気が変わる平和な時間
空港を閉じても自由な渡り鳥安心安全選んで着地
四月にはいつものねぐらに親雀せわしく餌を運ぶ子育て
早朝に椋鳥集まりかまびすし人影まばらな町を見おろす
愛らしい小犬と小猫観て楽し映像のみでお世話は無しね
押入れの衣類入れ替えすっきりと不用の物はまとめて処分

陽は昇る洗たくおわりて茶の時間この後マスクにリュックで買い物

頑張るぞいつまで続くマスクの顔その上用心熱中症にも
薔薇終り初夏の人気は立葵赤白ピンクと陽に照りて咲く
三密知らずのバイクは行きぬ朝刊を届ける仕事にマスクは不用
高齢者は外出控え身を守れども宅配便も書留も来る
岩合光昭の「世界のネコ歩き」海を背に漁師と子供も夕日の中に

豪雨後に家が壊され悩む人再建するか移住を決意か
水かさの増して濁った川の中波紋に餌を投げて鯉待つ
今日は夏日室温下げてスイカ切り塩と麦茶で暑さを防ぐ
驚いた壊した家の床下に古井戸表れ浄めの儀式す
地鎮祭工事の無事を祈る声家族そろいて平和なひと時
警報中の大型台風迫るなか樹木にはりつきみんみん蟬鳴く
あこがれの海中散歩旅番組の主役のつもりで夢心地なり
洗たく物出したり入れたり霧雨は気分屋のように扱い難し
リハビリは現状維持が目標と頭を使ひ手足も訓練

空襲に六百余名を失いし日立社員の黙祷は続く
黄昏に犬と散歩の眼の前をかすめるように燕幾度も
桑の葉を食べる蚕に助けられ食べるワクチンの開発進む
国は都に都は国からと責任の擦り合いより見方を変えよ
梅雨空にそっと降りたる霧雨にわれらの季節と紫陽花の色
水害を見て落ち込みたる吾の前熱き紅茶を差し出す妻は
齢同じ映画スターの逝去して報道見つつ涙ぐむなり
コロナ禍のなかを北海道出張の婿の気遣い娘も気遣う
梅雨長く外出のたびマスクして狭き路地には傘を傾げる
われと同じ病持つ人「冬雷」の先輩にあるを読みて励みぬ
蒸し暑き外より鍾乳洞に入り孫と同時に深呼吸する
母が打ち蕎麦に添えいし山葵の田奥多摩にあり求めて帰る
あの頃を思い出させる朝の蟬感謝の気持で仏花を捧ぐ
メンテしてもう一年の過ぎたるか月日の速さしみじみ思う
ひさびさの午睡を覚ます雷鳴に停電のなか稲妻走る
断捨離に出できたる写真見直せば幼き友と柿かじるわれ
観劇の招待券は貰えども今は行かれず友に送りぬ
若き頃無茶なことでも思い切り出来たる吾に感謝するなり
小一の孫は大きなランドセル預けて先ずはリリーのもとへ
パソコンのバックアップの最中に急病の孫と病院へ行く

426
作者別年間全作品
427 作品年鑑

巻頭五十首

折節の歌
赤羽

佳年

息とめて見てゐたりしかはつとして散るいちやうの葉ふたたびみたび

焼竹輪の穴にチーズを詰めてゐる自が酒のためいそいそ二本
当りめを好み求むが気になるは時にスルメの表示がありて
のこのことこんな時刻に寿司捜すスーパーの客われしかをらず
葱の先レジ袋より突き出させバスに乗るさへ慣れて久しき
なにごともなきやうな顔しバスを待つ人を横目に買物に出る
犇めける飲屋のあかりは今はなくなんと侘びしき昼の日の下
朝の卓に蜆の殻がつまれゆく味噌汁をのむ三人の前に
たけのこ芋里芋多に賜れば朝の味噌汁に昼は衣被きに
類型の部屋に住みつつ名も知らぬ人との会話定型文句
新しき戦後が来ぬやう願ふのみ行ひもなく望みてゐたり
葡萄の実皮ごと食ひて種もなしパソコン楽楽作業捗る
柿の実を種もろともにふたわけし食めば秋くる昼のおもてに
秋闌けて日差し強き日群れ湧ける巣ごもり前の丸椿象は
黄緑の混じりてゐたる蛙手に秋深まれば楽しみとする
いちやうの葉西日を反しいきいきとをはりの秋を見よと耀かす

アクアラインに東京湾を越え来るはこれが最後と墓碑に言ひかく

昼の雨地に止まらず地に沁みてはや陽のもどり暑ささらなり
ざざ降りに出掛けも出来ず鮭缶を開けてすませり昼の飯はも
俗人は経読むこともなく向かひ香のみ炷きて仏壇離る
木犀の息詰まるほどに匂へれば買物づかれもすこし休まる
自信なき九首を送り早寝むと蒲団をかぶり忘れむとする
わが窓の未だ朱こぬ蛙手の枝出で入りす鵯のこゑ
わが窓を額縁として燃え楓西日のなかに耀き増せる
幾らかが少なくなれる黄落葉か公孫樹の根元掃かれてゐたり
秋の色落として通りすぐる風わが脇の下冷たく過ぐる
〈二月号掲載〉

みかんの皮いつ剥かれしか道の端に人手のやうに貼りつきてゐる

わが窓の公孫樹の一樹一夜にて葉を落としけり強西吹きて

生き物は死ぬからいやと飼はず来てインコモルモットは子に従ひき

入りきたる秋の日のした公園に敗荷を煽る風の冷たし
葡萄の葉茶褐色にしてちりちりと捩ぢれてゐたりすでに秋色
背後より迫る気配に振り向けばただ地に枯葉舞ひ走るのみ
冬が来て真青き空のそのままに夕まで青くさやるものなし
雪の上かうも美しく棄て鍋のうしろが朝日に耀ひてゐる
歩道際芝生の霜がひかりつつ溶け行くさまをつくづくと見る
年またぎ仙人掌の鉢を部屋に入れ護るつもりが色褪めて来る
素通しのガラスの表に競歩する女サンバイザー男ハンチング
桃一顆買ひ来て三人のデザートに名ばかりにして楽しき夕餉
旅の歌詠むこともなく数十年旅にも出でず旅心失す
園児ほどの犬向かひくれば道を避く嘗て噛まれき脹脛をば

鈴木

計子

百年の寿命言はれて私にはくがねもたまも無くてなやまし
貯め置けるわづかばかりの臍繰りも無くなるを言ふ今宵の妻が
床の間も障子もあらぬ部屋に暮らし五十年ははや歳をとらしむ
横たはる裸身のマハは頬赤く笑まひてわれに目を向けてくる
頬笑まひ着衣のマハの等身はベッドに靴を履き横たはる
枝打たれ桜一樹は変りはつ見てはならないものを見るやう
雪折れのあとをとどめて花芽つく夾竹桃に梅雨の雨降る
かへるでの徒長枝の先赤らみて夏の陽のなかゆらゆらとあり
朝顔の蔓が頼りをさがしつつ暑さのまへのベランダに揺る
徒長枝の楓の枝が台風の風に煽られ向き同じくす

今月の三十首

兄

わが庭にはじめて実となる獅子柚子が両手につくる円をこえをり

原因のわからず続く入院の兄に相撲の二場所が過ぐ
原因のわからぬ病気の兄にゆく退院叶はぬことも思ひて
小正月の鳥追ひ行事に歌ひにしうた入院の兄と歌ひぬ
病院に兄と歌へる鳥追ひの歌を「北越雪譜」に探す
長びける病室の日び記しゐるノートを兄が見せてくれたり
ちさき文字ならぶノートの表題に入院記録と記せり兄は
眠りゐる兄を起こさぬやうにをり息づかひをばまづ確かめて
兄たちの願ひ叶ひて四つきぶり帰宅許さる五時間なれど
中学の二百メートル郡記録持ちゐし兄の今は歩めず
陸橋に園児の帽子並びゐて下ゆく電車に手を振りてをり
コイン入れ買ひたる農家の蕪の葉の色濃き緑に光る朝露
渡りたる信号近き電柱にまだ新しき花束置かる
目を開けば濃きマスカラの顔まぢか途中に歯科医替はりてをりて

親よりも子の値の高き鮭にしん今宵の刺身ぼらもそのうち
若きらが席ゆづりくるる外見となりたる吾かああなんてこと
新たなる後期健康保険証高貴の文字に読み替ふることとす
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住みをりし頃のかたちの一つもなきわが家の跡にしばらく立てり

歌の場は昔の名前で出てゐます使ひ分けつつ五十年経つ
移築せる夫の家が公開となりぬ金沢湯涌江戸村
移築すみ公開となる式典の夫に並ぶ元所有者として
帰省時には寝ねし座敷の床の間に寄贈せし甲冑飾られてをり
公開の初日に来たり夫らの背丈刻みし柱に触れつ
広縁に立ちて思ひぬ帰省時に子らが取り来て蟬並べしを
広縁に物干しにしは槍の柄と使ひし頃のわれ知らざりき
賜ひたる金沢市よりの感謝状嵩張る荷となる帰りの途に
金沢に買ひたる北國新聞の一面にあり炎鵬勝ち越し
明けてゆくふる里の空まどに見る最後と言ひて集へる宿に
ふる里の朝の気を吸ひ歩みゆく生まれてよりの家の跡まで

井上

槇子

かの頃の家並道路のみな変はり閉づるまぶたに残るふる里
〈一月号掲載〉

寺のくらし

大塚

雅子
☆

秋の夜の念仏講に大き数珠借りに来て人ら背に負ひて帰る
らふるい
大方の墓参終へたる秋彼岸机に垂れたる蝋涙削る
み た ら し
境内の御手洗に並ぶ木の柄杓吹き来る夜の風に音たつ
ほふ ゑ
雀蜂のあまた飛び交ふ境内に法会の人ら高き声上ぐ
雀蜂喪服の人らにまつはれば御堂に避けよと言ひつつ走る
音聞きて業者の剥す壁板の下に平たく雀蜂の巣は
三十三の観音祀る堂の前の小さき石段落葉に埋もる

ＳＥの仕事
特別にやりたい仕事のあるでもなく消去法にて選ぶＳＥ職
就職課の壁に貼らるる求人票のシステム会社の面接受けき
就職課に話を聞けど「ＳＥ」の職の内容あまりわからず
要望を聞きてコンピュータシステムを実現する職と本にはありぬ

具体的な仕事の内容わからぬまま下町の会社に内定貰う
鳥居潜り深川不動の境内を通り抜け行く通勤経路
大学の続きのような集合研修同期入社は三十人ほど
配属され作成したるプログラムが取引先へ納品したり
半期毎定期代支給を判定する給与計算の部品となりぬ
大型の新プロジェクト始まりて一員として参画したり
小規模の機能を一つ任されて先輩らを真似設計書を書く
顧客から要望聞きて設計しようやく理解するＳＥの仕事
一人ずつの小さな仕事の集まりて工期二年のプロジェクト成る
会社まで歩ける距離に引っ越せど客先で行う仕事の多し
古くからの取引先の保守作業を前任者より引き継ぎ受ける
通信機器製造会社のシステムは時間をかけても理解の難し
納品後要望と違うと客先より叱責されて気分落ち込む
謝罪して修正したるプログラム素早き対処に感謝の言葉
形なき顧客の要望聞く為の技を編み出す工夫重ねて
所在地と社名が変わり同僚も数名辞めたる会社の合併
浜松での仕事の決まり短期間単身赴任のホテルに暮らす

タクシーに乗せ来る媼を気遣ふか山の墓地まで運転手ゆく
風邪を病む夫の咳き時をりに法会の経に交じりて聞こゆ
わが嘆き聞きてくるるもすぐ忘る故里の母の老い深まりぬ
市場にて昼の弁当食むをみな箸を持ちたるままに商ふ
もくらんじき
さりげなく木蘭色の衣着て夫は厳しき修行に触れず
融雪のホース齧りたる狸らか子を連れ暗き参道を行く
山茶花の木々にまつはる寒雀ふさなりのごと蕾に紛る
緊急の回覧板持ち夕暮れに雷鳴とどろく風に真向ふ
無理すれば足の痛みのぶり返すを高齢の必然と思ひたくはなし
寺の紋付く座布団の傍らに信仰深き老に諭さる
まだ早きと夫咎めむか留守の間の時雨寒きに炬燵ととのふ
屋根裏の獣の騒音耐へ難く業者に頼めば見積り高し
暖房のとどくか白鼻心わが部屋の上にゐるらし染みの広がる
三か月続く白鼻心の捕獲にて業者の出入りにわが落ち着かず
にひどし
預かりて長き骨箱を新年の堂に並ぶれど引取り手なし
野辺送りに集へる人ら数珠持ちて年の初めの挨拶交はす
降る春の雨に濡れゐる六地蔵皆かんばせのやはらかくして
温き日の春の兆しのおほふとき花溢れ咲く桃の鉢植ゑ
急激に気温下がりて薄氷の張りて下ゆく流れの遅し
朝まだき米研ぐ水の冷たきにわが身さながら清まりてゆく
着陸地の間近にありてドクターヘリ真上を通りわが家が震ふ
東京の生活長き娘なれどわれより巧みに方言つかふ
こ
ひとところ藪蚊に刺され騒ぐ娘に腫れたる数多のわが足を見す
〈三月号掲載〉

プロジェクト率いる立場任されて管理業務の難しさ知る
納期守り品質を上げて利益出す一人で担う使命の多さ
上に行けば残業少なくなるものと思いていたり若手の頃は
片付けるよりも依頼は多くありどこまで行けども減らない仕事
リーダーの作業について「満足」の評価をもらう顧客アンケート

佐藤

靖子

午後の仕事眠くならぬよう昼食は少なめに詰める弁当をとる
ゆったりと自分のペースで働くこと残業減らす流れに合わず
平日の慌ただしさを切り替える和室に居りて抹茶一服
在宅で働く仕組みは便利なれど勤務時間の曖昧になる
〈四月号掲載〉

よしなしごと
しん し

歩みゐる参差錯雑の商店街多色のなかの古舗のおちつき
築地にて値段わからぬ寿司に入り少し居てより他にうつりぬ
隙間なく服の掛かれる店に入り掘出し物を見つけむとする
秋田県アンテナショップの稲庭うどん食後ますます空腹になる
おみくじを買ひ捜しゐる蕎麦処まちの散歩に欠かせぬ二つ
アーケード街に門ある月窓寺月照るさまを思ひてとほる
高だかと東の空に白き月立春の日はまだ明かるくて
暗くなりいろづく月を背なにして振りむきながらゆつくり帰る
見ゆる星ひとつのみなる下にゐて幼子が言ふキャンプの星を
あからひくあしたの光のみならず太陽入りくる窓となりきつ
かはたれといふとき赤き飛行灯が見なれぬ方へ二機三機ゆく
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天のいろ月草色といふ青の白き月のみ置ける白昼
米粒の胚芽のあとやいま剥ける玉子のくぼみあまき白影
造形のこの上なきもの鶏卵を笊に盛りをり福積むやうに
冷蔵の卵つめたし産みたてのかの温かさ手のひらは知る
白飯と菜ひとつにて済ますこと人には見せずこの簡単を
蜂の巣を真似て商品つくるひと我は蜂蜜レモンを飲めり
甘くなきこのヨーグルトをさなめのラムネ菓子入る結構いける
ポインセチアの散りて青葉の三年目いまさら気付く木であることに

ひともとの椿に赤しろあまた咲くよその花みてごみ出し楽し
朝のうち買物せむと来たる店開店時間に思ひおよばず
野兎と読まむとするに放送が野党と言へばつられてしまふ
をさなめの遊ぶゲームに口出せば死者は生きると言ひ返されつ
まちがへてわが言ふ「うわいてがらい」を幼うけとめ手を洗ひをり

きれぎれの眠りの中に筋とほるストーリー終はりしかと目覚めつ

松本

英夫

ゆるみなき辛夷の花芽に強気見る負けては居れず新ウイルスに
友おもふ北海道は遠くしてウイルス広がる北海道近し
鎌倉の萩寺の萩わがなかに時を知らずにほろほろとせり
齢古りむかしきらひし花を愛づ例へばカンナグラヂオラスを
紫のグラヂオラスをあやめかと思へばまことあやめ科にして
〈五月号掲載〉

道
湯につかる吾の背支へる母の手の温もり感ず喜寿を前にし

祖父と父住みにし家の煉瓦塀変はらず赤しグーグルに見ゆ
発すれば大阪人かと人の問ふイントネーシヨン骨の髄まで
寒き夜籠入れ忘れカナリヤは冷たくなりきと妻のぽつりと

髙田

和子

たまさかに溢るる笑みの明るくて出会ひしころの妻と変はらず
風に舞ふ花びら得むと手を広げ歓声上げて孫らの走る
〈六月号掲載〉

山彦

鉢の土おほふかたばみこの年の最初の花がへりより垂れて
スーパームーン楕円に見ゆる老眼鏡はづせば三つ輪それさへ楽し

牛乳を温め入るるココア飲む母がしてくれしかの日のやうに
買ひし物トイレットペーパーマスクなど肩に桜が散る道あゆむ
山吹が隠れて咲ける土手のなか電車の風が来たるとき見ゆ
髪カット鏡の中に短かすぎ夕べ切りたる深爪いたし
郵便の赤きポストの前にゐて右と左に去りたる少女ら
シャッターをあくれば並ぶ青き葉の春の落葉を優しく掃けり
ゴッホの絵「星降る夜」を夜に見つ底知れぬほどさびしさ湧けり

郭公の鳴きつぐ森を抜け行けば低きやまあり母と行きにき
山彦を低き山にも呼びたりきそばに母ゐて笑ひてをりき
唐松の林も森も靜もりて母が誘ひて蕨を摘みき
むせるほど躑躅の花の咲くやまへ母と行きにし日を忘れざり
姫川の翡翠さがしし中学の夏のキャンプ地に雨ふりたりき
信号を待ちてをりたるわが影の寝ぐせの髪が揺るる駅前

搗き立ての餅を芭蕉の葉に包み母の蒸しにき吾の誕生日
赤白のれんげの花に山羊つなぎ春をかぎたる七つの奢り
かめ

母の焚く五右衛門風呂の底おさへそろりそろりと身をかがめけり

むご

井戸水は父の作りし孟宗の樋をさらさら厨の甕へ
鶏の首の切られて毟られし羽の散らばる我が家の歳晩
「酷きことせねばよかつた」ただ一度母つぶやきき鶏の写真に

ふるさとの泥道今はアスファルト七十年後のストリートビユー
小一の吾目覚めしは月一度戻れる父呉れし「少年倶楽部」
吾の通ふ小学校は丘の上一学年は一クラスなりき
くわりん
付録なる日光写真に目を見張る火輪当てればのらくろ出で来
来てみれば見たことのなき三輪のタクシー走る神戸の街は
われ一人遠き波止場へ来たりしを探し当てたる父の叱らず
背後より小五の吾を抱きて笑む父を知りたり古き写真に
風邪をひき休みたる吾に友達の届けてくれし金賞のラジオ
人々の思ひを知らず寂しさを閉ぢ込めてゐし十六の下宿
思春期の子らを下宿に父と去る母の涙をのちに知りたり
文鳥のじつと見つめるわけ知らず夜中に死せり空の餌皿よ
雨傘の赤きにかんばせ染まりたり初のデートの牡丹の長谷寺
吾子二人草にすわりて冷やしたる「チューペット」吸ひし初夏の大原

栃木へと荷物出す日のトラックに熱を出しゐし妻は涙に
乗り継ぎの上野のホームをとぼとぼと妻は子ら連れ見知らぬ土地へ

我の手をすつと離れて一人行く息子の初めて自転車乗れし日
いま は
はは
今際なる義母に一声かけむとてタクシーの中足踏み止まず
病室へ着きたる妻の呼びかけに待ちにし義母の力の尽きぬ

朝掃除してゐる時ににほひ来るどこかの家のベーコンエッグ
フィラメント切れし電球の原因と結果の単純をわれは好めり
カトレアを貰ひ夫が帰りたりマリリンモンローと花の名添へて
夜深く貨物列車の音去りぬその運転士はマスクかくるか
食欲の無き夫との昼餉をへ食欲あれど面倒になる
腎機能よわる夫を気づかひて食品成分表二〇二〇を買ふ
仏壇の花と茶とコーヒー替ふる日びオンシジュームが日持ちしてゐる

春キャベツのベーコン炒めを作りつつ皿の上なる春色うまし
父を詠む歌のすくなし尾瀬沼の近くにありし父の故里
夏来れば尾瀬の水芭蕉を見せたしと誘ひくれにし亡き父思ふ
春と秋採れにし茗荷ふるさとの庭にめうがのやぶありたりき
東京に年中売らるる茗荷買はず夫と子らが味嫌ふゆゑ
銃の穴ペンキ汚れの服を着てファッションと言ひし子が父となる

オルゴール嘗めて転がす遊びして孫かへりゆく嫁が手を振り

藤田

英輔

☆

〈七月号掲載〉

おつぱいをいつぱい飲みて眠りたりこの記憶なきときのしあはせ

希望への日々

豪雨時は丸太も馬も流したるこの川を今歩く子どもら
掌のカシューナッツの七ツ八ツ今日の一日を味わいて噛む
骨折しプレート入れた利き腕は豆腐を切っても痛むと妻は
濃緑の中にぽつりと桜色加療の父の今日の容態
黒板の日付消しては書き直す粉になり積もる昨日までの日々
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交差点の信号待ちではしゃぐ声待ちわびた子らの学校今日から
イタリアのコロナ被害が目に浮かぶ二十日大根の三つの色に
放置した炭酸水の気は抜けて戻れぬままに泡と消え行く
半日も病院に居たと言う妻はコロナじゃないと安堵の顔で
旅客機の排煙に重なり飛ぶ鳶は不意に滑降ふいに上昇
胆嚢に入れたチューブを抜きました父の症状電話にて聞く
雨の日は部屋に籠りて一日中自粛の日々に歌作り居る
各々の出番が終わり部屋の隅放置されたる空きビン空きカン
グアグアと蛙の声音で鳴き交わす磯ひよどりの巣立ち近まる
親鳥は餌を咥えてじっと待つ巣にいる雛に持ち帰らんと
電線より磯ひよどりは見下ろして害になるもの見極めている
テレビでは梅雨に入った模様だとカラリと晴れた背景で言う
山あいの田圃に男一人居て朝日の中に黒点と成る
水田は朝日を写し光りおり其処に有るもの皆影絵なす
ポンポンと苗投げ放ち田に入る朝日を受けて田植え始まる
玄米の炊き上がりたる匂いして小振りの目刺し二人分炙る
玄米へ自粛暮らしもささやかに鰹にチリメン土佐湾を盛る
連なった目刺し六匹店に在り同じ方向き整然として
年金の受給の歳に掌のモノクロ写真は二歳ねと妻
ふくらはぎの異常収縮強張りて夜半に目覚めたる母の搬送
水田は今日の終わりにしっかりと刺し子模様の行列を成す
麻痺せしか何人感染 死亡者は伝うる声を聞き流しおり
農繁期軽トラの音高く聞く更に唸りて登り行くなり
向かいの軒の換気口に巣を構え磯ひよどりが居ると妻言う

合歓の花皆上向きに咲きたれば坂を登りて高きより観る
裏山は遥かな尾根に連なりて遠く旅する獣もあらむ
「発砲注意」の文字電柱に掲げあり獣と共に生きるは難し
野を歩く人に従ひ四匹の猫それぞれに遊びつつ行く
老犬にも狩りの季節は巡り来て尾を振り立てて庭隅を掘る
撫でられることを欲りつつ眠りたる犬を撫でれば深き息つく

な

内垣

米子

屋根を打つ激しき雨に目覚むれば犬も起き出し寄り添ひて来る
増水し流れ激しき谷川に昨夜の蛍如何にしてゐむ
筍を掘る人も無き竹藪は今一斉に枯れ始めたり
梅の実の熟して数多落ちたるが朽ちゆく香り強く漂ふ
清らなる水絶え間なく流れ来て稲田潤す細き掘割
牛頭山に雲の形の翳ありてうつろひて行く梅雨の晴れ間に
〈九月号掲載〉

まま こ

飯子菜

道のへの白粉花を一つとり香りかぎつつかぎつつ帰る
いくたびも丸坊主にぞ刈られたるランタナそのたび若返り咲く
電車より見下ろす原の春女菀むれて揺れをりささめきあひて
山桜こぶし山藤花のとき過ぎて林の色に溶けたり
丈高き高砂百合のいただきに蟷螂ゐると見えたる蕾
パン屋さんのプランターいつも乾きぎみフランネル草の花しをれをり

選りによりこんな隙間に咲くことよ姫檜扇は庭に殖えにき

須藤

紀子

白墨の減り行く早く粉になりて新たな日付しかと残しぬ
〈八月号掲載〉

ごん づ やま

牛頭山のふもと
集落の守り神なる牛頭山に桜ひとすぢ社への道
牛頭山の神を降ろして祭りする人大方が代替はりして
辻ごとの庚申塚は浄められ折々の供へ絶ゆることなし
山あひに小さき稲田作るあり田植ゑ終りて青くそよげり
紫陽花のはなの色など皆違ひそこに住む人重ねつつ見る
老夫婦の居らずなりたる家の庭苺は赤く色づき始む
子のために建てしと聞くに子は住まず空き家のままに古くなりゆく

静もれる川辺に河鹿の声真似て口笛吹けばやがて鳴きだす
巣を離れ路上にかたまる子燕を退けむとすればパラパラと散る
枝先のウスタビガの繭ひと冬を寒風に耐へ春風に消ゆ
蜜柑の花咲けば忽ち現れて卵を残し揚羽蝶去る
ブルドーザーの如く土掘る猪にこごみ畑は見る影もなし
庭あちこち土竜の土の盛り上がり去りたるらしも漁り尽くして
鶯の谷渡りの声賑やかにかつて里では聞かぬ鳴き声
近づけば警戒の声しきりなり鶯はここに家族持つらし
この川は番の鴨の住処にて上流下流を自在に行き来す
夜行けばくぐもる声のする藪は雛持つ雉の夜の隠れ場
蛇食す雉の増えたるこの辺り蛇を見かけること稀となる

石の間にけなげに咲けるペチュニアを抜きたる人のこころさびしも

葉の陰に皆にはぐれて返り咲くすみれ一輪寒くはないか
山道に出合ひし花の水色を今に忘れず勿忘草の
冬は富士春は林の藤みゆる座席を選ぶわがはかなごと
山つつじ咲く赤松の林過ぎちちはは在す墓に参りぬ
草を刈る父に付いて行きたりし野山にあまた飯子菜ありき
刈り草を積みたる父のリヤカーに乗りて帰りき草がにほひき
ふかぶかと霧のおほへるこのあした線路の鳩に霧の流るる
鳥の群れ三つ四つと合流し塒の上の旋回つづく
鳥よけのネットにおほふ南天を鵯はやす傍らの木に
道路工事進みて猫らの広場なし鳩猫烏共存せしに
雨のよる空を渡れるスーパームーン明けがた西に輝きてをり
昼の風夜にも止まず補聴器を外せる耳に聞こえくる音
秋彼岸近くになりて取り出だす七分の袖のガーゼのパジャマ
押しボタン押せば忽ち青になり一人渡りぬ頭を下げて
手を振りて大股歩きに歩きゆき歩きスマホの男性抜きつ
用足して出てきたるひと指先をチヨイと濡らして髪なでてゆく
お休みは暦どほりですかといふ吾に 「
はいカレンダー通りです 」
美容院のシビアなる鏡に目を逸らすわが家の鏡はほどほど寛容
昔より宵つぱりの朝寝坊何するともなく寝るのが惜しい
墨入れの製図の授業ありしとき吊革荷物は左に持ちき
古きわが歌読みをりてよみがへる金魚姥百合あぢさゐ岩菲
長生きの願望要素われになし願ふは姉より前になること
〈十月号掲載〉
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ステイホームは高校時代回顧

しぶしぶと始めたるフォークギターなれど徐々にその音に魅了されゆく

楽譜読み読みギター弾くことピアノとは違う演奏法にも馴染む
同じ部のきよし君は見た目や語りもさだまさしによく似ておりき
フォークソングの弾き語りの醍醐味は二人でサビをきれいにハモる

友人と二人でデュオを結成しバンドの名前は「江だ豆ズ」地味め
文化祭に向けサビのハモりを練習するアカペラで何度も音程確認

☆

イベントや商店街の活動も軒並み自粛で時間の空きぬ
ステージで曲の合間に語りを入れる当時は苦手な人前スピーチ

雅子

オリンピックが中止と決まり街路灯に掲げたフラッグ取り下げられる

永野

オリンピック開催用の旗下ろされ色褪せてぼろぼろのフラッグあがる
ステージでスポットライトを浴びながら集まる視線を感じないよう演奏

規子

オリンピックの後に商店街のフラッグを新調するという予定が狂う
オリンピックの開催は一年後と決まりフラッグも九月再掲示と連絡あり

三好

街路灯の古びたるフラッグ見上げつつコロナに負けないとやる気満つ

弱きときこそ

複雑なピアノの楽譜に比べればギターの譜面は簡単なりき
部活終わり学校裏手のおばちゃんの店でのアイスは喉を潤す
〈十一月号掲載〉

商店街のレンタルスペース利用者はコロナ禍で予約キャンセル続く

コロナ禍で予約キャンセル続きおれば活動立ち行かぬ不安が過る

財源のレンタルスペース賃料も活動も無くゼロベース維持
コロナ禍で第二日曜定例会が休会となり仕事も無くなる
肩凝りがなかなか治らず念願のエアーウィーブを支援金で購う
寝返りもエアーウィーブで苦にならず昼寝が楽しくいそいそとなる

日日あしの付け根の動脈より採血し酸素値はかりき酸素吸へずに

救急車に呼吸器専門へ転院しき市民病院の主治医も付き添ひ
種種の酸素吸入器とステロイドの大量投与にて命助かりき
せ ゐ
ステロイドの所為か腹囲や体重増え毎日のやうに看護師計りき
肺カメラ受けても原因わからずに間質性肺炎と診断されき

新型のコロナ重症者の映像に吾が肺炎時よみがへりたり
まつしろ
熱つづき両肺真白の肺炎を患ひしわれコロナが怖い

「九十九パーセント駄目と思つた」退院の挨拶のとき院長が言へり

子供の頃は小遣い貯めて本屋へ行き立ち読みしながら買うを探しき

説明会で初対面の先輩に強引にフォークソング部に入部させらる

高校時代は推理小説面白く気に入り作者の本を読破す
駅前に小さき古本屋の在りて学校帰りに道草をしき
持ち合わせ乏しきわれは古本にエラリークイーン集も揃えたり
風呂上がりに枕元に本を並べ家族の寝入るまで読み耽りき
唐突に背の痛みだし携帯にて近くの次男に助けを求めき

余暇の時間ネット配信にはまり込みパソコンスマホで読書に耽る

部活 にて姉 の弾 きたるクラッシックギターは使 えぬことを初めて気付く

背の術後「僕が世話する」夫の言葉に千里山の家に戻ると決める

犬と共に娘の所へ運ばれて知らぬ地の病院に入院したり
六箇月コルセットするも効き目なく破裂骨折を言はれ手術うく
二十糎背を開き数多の金属にて固定せし術後も痛み残りたり
帰国する日時に合はせ横浜より吹田に戻り夫待てど帰らず
日印の交流協会にてインド旅行の二五〇〇米の地に夫は倒れき
高山病と診断されし夫は三日後の帰国の空港に意識うしなふ
ひと月後回復傾向なる夫をデリーの病院へ子が迎へに行きき
万一に備へ直行便を使はずに二人分の席にて夫は帰国す
インド人の医師の付き添ひ夫は無事に日本に戻れ一先づ安堵
小脳を含め四箇所脳をやられ多発性脳梗塞と診断されき
半身の不随に右目も侵されてただ横たはるのみになりたり夫は
リハビリ中の夫は漢字が読めるのに仮名の判別しにくくなりぬ
リハビリに入院中二度の骨折に夫の退院のび半年かかる
耳遠く目も見え難き夫なれど会話は通ずゆつくりなれど
読書好きで幾冊の本を書きしことを忘れし夫は読み書き出来ず
断酒され甘き物も断たれ血色の良くスマートになりたり夫は
コロナ禍に逢ふこと出来ずただ無事を祈るのみなり遠く離れて
五十歳の半ばより常にわが前に病怪我のあり受け入れゆかむ
友がわれに寿命と病は別物と慰めくれきその友は亡く
〈十二月号掲載〉

「弱きときこそ強くなる」われは日び聖書の言葉に励まされゐる
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スマホの写真一葉・短歌二首

磯子ヨットハーバー
桜井美保子
タンク並ぶ工業地帯の湾岸に吾には
未知のヨット揺らめく
海の遊び楽しむ人の心意気示すかマ
ストが陽に耀けり

ブレイク あずさ
鼻歌に巨き体を揺すりつつ二月の雨より
機関車出でゆく
百両の貨車を率いる機関車の咆哮はるか
ロッキーを越ゆ
〈四月号掲載〉

天野 克彦
ほ ら
洞口をもつ桃の老い木の逞しさ空にむかひていのちを開く
げ じゆ
この寺の丘に広ごる桃の苑偈頌のごとくに膨らむつぼみ
〈六月号掲載〉

朝焼け
中村 哲也
市内より新型コロナの感染者出でたる今
すが
日の朝焼け清し
休日の朝を彩る緋の空を眺むる人のいか
ほどと思ふ
〈五月号掲載〉

すぢ雲
嶋田 正之
今朝もまた桂の木下にスクワット見上ぐる先に走る白雲
北国に雪を見舞ひて来るらむみだれて美しき今朝のすぢ雲
〈三月号掲載〉

〈二月号掲載〉

峰雲
野村昭一郎
動くとも見えぬ動きのありぬべし気付けば変り峰雲のさま
身の内に力湧くこと弱まれど窓の峰雲絶ゆるなく立つ
〈七月号掲載〉

橘 美千代
わが前に山紫陽花を撮る汝がわれ
に撮らるるひびくシャッター音
久しぶりに使ふカメラを調整する
汝かあぢさゐにレンズを伸べて
〈十一月号掲載〉

稲田 正康
公園の成りて来たれることごとく幼児母親
そして自転車
急斜面のぼるをさなご滑り落ちまた這ひ上
ぼる幾度ものぼる
〈十月号掲載〉

泰山木
水谷慶一朗
膨らみの大きつぼみに付く枝を残して剪らるる泰山木は
枝ぶりをばつさり剪られ泰山木に残れる莟の開く花びら
〈八月号掲載〉

髙橋 説子
校庭の隅にひつそり尊徳像さくら木の下に薪を背負ふ
金次郎の「ながら歩き は
｣ 誉められぬ孫に話さん謂れをいつか
〈九月号掲載〉

水琴窟
関口 正道
水琴窟地底より上りくる硬質の響き
に一刻暑さを忘る
水琴窟華奢なる響きよく聴けば彼の
世へ誘ふ警告なるかな
〈十二月号掲載〉

〈今後の「冬雷」の為に皆様のご意見を、このアンケートに〉

ここで切り取って下さい
■この一冊を読まれて、強く印象に残った作者・作品はございましたか？

ありましたら、その作者名・そしてその作品

をあげて下さい。スペースの事情もありますので、作者名お二人まで。作品も二首ほどでお願いします。なお、余白に感

者

名【

名【

】

】

想も短くお書き下さい。＊但し「選者」は除外願います。
●作
【一首目】

者

【二首目】

●作
【一首目】

【二首目】

■この一冊の中に「今月の

者

名【

首」の一年分が掲載されていますが、この特別作品をご覧になり、最も印象に残った作者を

】

50

】

■アンケートにお応え戴いた貴方様のお名前を下にお願いします。
【

桜井美保子

宛

有難うございました。〈作品年鑑

横浜市磯子区汐見台二 二
- 二
- 六
- 〇八

＊このアンケートの締切りは八月十五日。左記へ
〒２３５ ０
- ０２２

刊行委員会〉

■最後に、全体に対する感想をお願いします。来年へ向けて改善箇所など、気が付いたことがあれば、どうぞ。

【作品一首】

●作

教えて下さい。その作品一首をあげて、感想などお書き下さい。＊但し「作品 首」は除外願います。
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あとがき
会員の皆様の全作品を年ごとに整理して纏め、簡易保存するのも目的の一つ
だったが、作者自選も含め、その全作品掲載の合同歌集を制作したことは、さ

首に増やし、その結果活字サイズを一つ落した。逆に、作者別

作り方は昨年版を引継ぎ、若干の改革を実行した。大きなところでは自選作

らに大きな成果であると考えている。今年はその四冊目となる。
品欄の歌数を

年間全作品欄のサイズを一つ上げて、バランスを取った。自選作品欄の中での
これらはみな参加された皆様からのアンケートに記載されたコメントを反映

作品欄別の「小扉」を設けたのも読み易くしたい試みである。
さ せ た も の で、 特 に 作 者 別 年 間 全 作 品 欄 の 活 字 を ９ ポ イ ン ト に あ げ る の に は
迷った。このサイズは、短歌雑誌がそのメーンの作品欄の掲載で今なお使用す
ることも多い。それを年間全作品を掲載する合同歌集で使うことがどれだけ贅
沢なことなのか、よく解っているからである。スペースの関係で、短歌作品に
昨年から連載が始まった「スマホの写真一葉・短歌二首」もすべて収録し、「今
首に足りない方の参加希望

首」にも作者の顔写真を入れた。ちょっと小さめながら写真が入ったこ

1000 円
頒価
ホームページ

付せられていた詞書きの類はすべて削除させてもらった。
月の

とで誌面が明るくなった。また、自選作品規定の

があって、話合いのうえ、足りないままで自選作品の所属欄末尾に掲載という
ことで対応した。作者名の振り仮名は新仮名遣い表記に統一した。
今年も小林芳枝、桜井美保子両氏と綿密に連携して制作に当った。主の役割
分担は事務・会計全体を小林。校正関係を桜井。企画・テキスト制作・組版関
来年も又新しくなってゆくだろう。日日年年激動の「冬雷」である。

務
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350-1142 川越市藤間 540-2-207
電話 090-2565-2263
局 125-0063 葛飾区白鳥 4-15-9-409
振替 00140-8-92027
事

敏 夫
編集発行人 大 山
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係を大山が担当した。
〈大山敏夫〉

冬 雷 短 歌 会

行

所

発

冬 雷 編 集 室
データ制作

作品年鑑・自選合同歌集

冬雷 二〇二〇
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