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あお き はつ こ

ミニトマトの支柱の先を秋アカネ飛びては戻る休まず暫し

香り良き赤紫蘇青紫蘇育てども吾は食するに抵抗のあり

無農薬に育ちたる庭の赤紫蘇の実の塩漬けを母は好みし

指先を黒くさせつつしごきたる赤紫蘇の実の塩漬け香の良し

赤紫蘇の穂先に残る一二輪柔らかき実のしごき時なり

手術後に十キロやせて戻りたる二キロに腕の皮膚の皺伸ぶ

ワクチンの副反応の有らざれば持て余しをり冷凍食品

塩漬けして干して刻むと作り方百科事典に調べし「ゆかり」

「ゆかり」好き姪の言葉に虫喰ひのあらず色良き紫蘇の葉を摘む

ビニールの袋に里芋育てるは初の試み秋待ち遠し

一〇リットルの厚手の袋に土を詰め芽の出でてゐる里芋を植う

芽の出でて食べるに硬き里芋を土に植ゑてみむ捨てるは易し

野菜カゴの隅に緑のとがりたる芽を出してゐる里芋硬し

取り立てて行きたき処あらざれど行けぬとなればうつうつとして

己の身をただ守るため一枚のマスク手洗ひ外出の我慢

しばらくはショートステイの入所と言ふ違ひ知らねど如何にかならん

ケアマネの早き対処に感謝する受け入れくるる施設の決まる

要介護五なる夫の家庭での介護は無理と子らとケアマネ

二か月のリハビリ入院効果なく退院予定日知らせ受けたり

少しでも自力歩行をリハビリに期待を持ちて転院させる

要介護一より五へと通知来ぬ転院先の手配に忙し

介護度の区分変更調査の日コロナ禍に妻の同席要らぬと

火の元と戸締り再度確かめよと救急隊員に促されたり

救急車乗るのは二度目持ち物は保健証と靴お薬手帳

昨年の経験ありてためらはず慣れたるさまに救急車呼ぶ

動けざる夫は重く岩のごとく如何ともせず私の力に

助けてと声も出せずにうづくまり動けぬ夫が蒲団の上に

掘り上げたる球根小きチュウリップ花望めねど全て植ゑたり

朝晩の急に冷えゐて落ちたるか庭を探せどパプリカあらず

色着かぬパプリカ二個をつけてゐる枝は残しぬ赤くなるまで

花と野菜のある庭
青木初子 ( 神奈川県 )
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あかばねよしとし

忍び寄る老いといふものこはがらず日日送れども体に及ぶ
どつこいしよと口の端に出で立ち上がる日日の暮らしの屡にして

朝より続ける雨に日差しなき一日が暮れてけぢめもあらず

もみつ葉は秋に入りつつ寒さます日日の入日に照りかがやけり

遠雷はときに大きく稲光り鋭くなりて夕暮れ来り

雨あとの芝生はひかりをためてをり朝のかがやき昼のかがやき

幾病ひ抱へて生きる暮らしなか楽しみもあり作歌ときどき

秋ふかみときに片吹く西風に赤らめる葉がをどるかへるで

軽い葉は宙に舞ひ舞ひ重い葉は木下に散りて溜りゆくかな

窓下にかくれんぼするこゑ響き遊べる子供もマスク忘れず

ひらひらと黄蝶低く来タンポポの花ひと廻り離れてゆけり

わが前の青葉楓がゆさゆさと夕暮の風流れてゆけり

部屋前の楓のみどりの濃くなりて春のひかりは勝り来れる

幾日も続きて吹ける春の風楓の秀枝を終日揺らす

年取ると言ふことしみじみ感じをり日日の暮らしのなかの戸惑ひ

連翹の黄花ぽつぽつ咲き出でて小鳥を呼びぬ目隠しの垣

有限のいのち思へば自づからのち幾年か物を増やさず

新聞の運勢欄など見ることもこの頃ありて後を恃める

買物の帰りにマスク取外し深き呼吸に緑が匂ふ

廃校の柵に沿ひたる梅の木に梅の初花夕暮までを

下り坂ころがるやうに老いてゆく思はざるところの凹に気付く

酒止めて煙草も止して長生きを望むものでは無いが恃める

これまでは気にもせざりし介護の車身内関はればやたら目に付く

日日の朝楓のもみぢ確かむるすこし色づく葉先のぼかし

アンカーの許す範囲を行き来する浮洲はときに円運動見す

あるなしの風に揺れゐるススキ乗す浮洲は動く鴨のゐる池

血糖値高きをいはれ塞ぎ込むいちじつ腹の空かざる気分

年越しの鐘も聴かずに寝てしまひ覚むればあらたまる日が昇りをり

ことさらに老いを詠ふにあらねどもおのづから出づる老の悩みは

軽く焼く煮干しの頭を食ひちぎる歯は残しをり歯科医に通ひ

赤羽佳年（東京都）
老いづく日日の歌
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あか ま よう こ

やることが今日もあるといふ幸せは健康のあかし感謝して生く
Go To Walk

バイエルは遂に手元に戻らなかつた怖くて悲しきあの日の思ひ出

弾丸刺さるバイエルを母が持ちゆけば憲兵隊に取られてしまふ

米軍の機銃掃射の弾丸ひとつ我がバイエルに刺さりて止まる

我が家の裏の軍需工場を狙ひ撃つ流れ弾にて死にたる親子あり

八月は大戦のことを思ひ出す六日、九日、十五日と続き

二〇二〇東京五輪反対なれど時に見てゐる選手の活躍

会議で顔合はす幹事四名皆老いてをり
初めての Zoom
同期会二年続けて変更しコロナ収束まで無期延期とす

薪で飯炊き洗濯板でゴシゴシと服洗ひしことなど思ひ出したり

電気釜 洗濯機 遂に冷蔵庫次々壊れ我を悩ます

に載せてくれ「いいね」が届く遠方の友より
友人が Facebook
黙々と絞りて染めて二十六年藍染が我を支へてくれぬ

デザインを考へ絞り藍染すその工程がまた蘇る

所属するグループの友に勧められ第四回の個展を開く

搬入日会場に集ふ人ら皆言葉少なく展示作業す

地方に住む会員四名展示日の参加見合はせ作品のみ届く

コロナ禍故に開催予定を遅らせて漸く実現グループ展は

大島紬の着物解きて作りたるバッグの仕立ては極めて丁寧

届くがこんな時私は直接声が聞きたい
「大丈夫？」 LINE
教へ子の手作りバッグ届きたり我を気遣ふ手紙を添へて

寝入り端の大きな揺れに飛び起きてテーブル下に揺れ止まるまで

料理はわがストレスの解消法食べてくれる人居らぬが淋し

で済ます日々独居の我に電話は嬉し
何事もメール、 LINE
電子レンジ圧力鍋にフードプロセッサー駆使する日々は退屈知らず

年賀状来なかつたからと電話くれる古き友ありおしやべり長く

昨年は中止となつた展覧会今年に期待し制作始む

も Go To Travel
も無縁なり我はひとりで
Go To Eat
退職後二十五年間続けたる藍と更紗の染め布溜まる

大会の賞品たりし「『赤光』入門」声出して読む籠りゐる日々

健康のあかし
赤間洋子（東京都）
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あま の かつひこ

枯るるもの枯れて立木の潔く宙に向かひてその枝ひろぐ

（線状降水帯）

いちはやく胡桃の木の葉は色づきてひと葉ふた葉と落葉をいそぐ

黄の蝶のふたつ番は歓びの羽を絡ませ芝生にあそぶ

なにといふ虫か知らねど夜の更けにこゑあげてをり本棚あたり

雨おほき夏も終はりとなりけらし蝉に替はりて虫の音きこゆ

「コヘレトの言葉」聴かんと手に重き黒き表紙の聖書をひらく

「美にして善なること」といふ運動会ごり押し開催終はりたるらし

はるばると嘗てたづねし湯抱は湯宿二軒の寂びたる在所

人麻呂の死にしはこことひとり決めはしやぎてゐたる茂吉の浪漫

茂吉翁恋ひにし湯抱鴨山はこの大雨に障りあらずや

ぬか漬けの茄子を洗へば紫の解けて染まりつ白き俎板

やうやくにのぼり極める立葵雨をふふみて傾ぐ花びら

多摩川の広き河原にひとり立ち「石切り」遊ぶ梅雨の晴れ間を

気がつけばこの世に居たと言ふだけで何に惑ふやこの老人は

白は白黄色は黄色と睦み合ひ芝生の上を蝶の群れ飛ぶ

花にらは星型にして毒もてる乙女のやうな可憐な小花

うぐひすの練習けふもはじまりぬ若葉の森より幼きそのこゑ

この川の岸辺に満ち咲く雪やなぎ夜目の華やぎ白きこの花

余生なる甘き言葉はわれになし混沌の中にひとりただよふ

ささやけるごとくひろがるいぬふぐり踏み惑ひつつ芝生をあゆむ

窓さきの楓の枝に鳩のきて糞を落としぬ首をかしげて

朝は夜と夜は朝となる天然のめぐりのなかにしづかに寝ねん

よ

羽虫とび小鳥しき鳴く頃となり小川の水はほがらに流る

窓に見る眺めあらはの杉の森春は近しと赤らみ揺れる

正面の山より昇る朝の日にあらはに浮かぶ机のほこり

川沿ひの冬木のくるみ枝々を一枝あまさずその影おとす

いつ し

美しと散り敷く落葉を朝みしが一日のうちに踏み汚されぬ

並び立つ夜の鉾杉その間より月のぼりきぬ寂しきひかり

焦げいろの鉾杉立てる裏の山棲みつく鳶のやすらふところ

この歌は詩情にあらず春情とおもひ読みゆく茂吉の歌集

令和三年
天野克彦（東京都）
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あ り いずみ や す こ

甲斐駒ヶ岳の初冠雪ぞ神々し歩みを停めて手を合はすなり

猛暑去り涼しき風に芙蓉の花いよよ色増し大輪踊る

雨あがり山の上高く月のぼる明日は晴れるや心澄みゆく

注文のカレーうどんを鍋いつぱい作り待ちをり脳活きいきと

夏休み終りに近づきやつてきた待つてゐました卓球相手よ

脳細胞活きてゐるうち整理せむ八十年の生ききし歩み

医学書に娘の助言に納得し心落ち着き薬に託す

処方さるる薬飲まずに一ヶ月を買ひあさりたる本読み過ごす

物忘れ年相応と思ひをり病名くだされ慌てふためく

感染を恐れ上京できぬ日日父母に会ひたし墓参りしたし

沿線のぶだう畑に見とれつつ父母の元へと行きし日ありき

「境内の小梅をどうぞ」申し出に喜び勇みて二十キロ採る

マスクつけ手洗ひ消毒密さけて食事サービスボランティア集ふ

山々の囲みて守る山梨にクラスター発生気をひきしめる

「また来るね」帰りいく背な寂しげぞロールキャベツにひじき煮持たす

寮の食体にあはずや一ヶ月ぶり会ふ孫の面げんきなくみゆ

つややかな柿の若葉の日ごと伸ぶベランダ覆ひカーテンとなす

桜花咲き初むこの日入寮と巣立ち行く孫握手し見送る

強風に波立て流るる荒川の蒼々と澄み冬鳥動かず

強風に押されて歩む川の土手甲斐駒ヶ岳八ヶ岳と雪のパノラマ

「一隅を照らす」と強く書いてみる中村哲氏の好きな言葉を

書展へと書きし言葉を壁に張る朝夜眺め中村医師思ふ

狭庭辺に春より咲き継ぐインパチェンス今朝の寒さに凍みてしまひぬ

氷点下となりたる朝の椿の葉凍りてをりぬ下向き寄り添ひ

金のなる木どんな花かと楽しみや孫の成長嬉しき年ぞ

いただきし金のなる木の成育し蕾つけをり八年たつや

一日にて散り敷く柿の葉の愛し化粧し笑まふ幼の面よ

伝統の花園行きをかけ熱戦先制されて心臓乱る

コロナ禍の中での決勝孫にとり高校最後の試合とならむ

米三合食べて十キロ太れとぞ指導をうけて孫堂々とす

一隅を照らす
有 泉 泰子（山梨県）
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いけがめせつ こ

耳遠くなりて補聴器しながらも会話は声高になりてしまひぬ

窓開けて朝の空気の心地よさ少しの散歩もすれば満足

早朝より暑き日差しに窓開けてベランダに出て風に吹かるる

体力がおとろへたるらし足の指に腫物出来て歩めぬ数日

早朝に蜂の巣見つけ手に取れば巣から抜け出し蜂は飛びゆく

東京オリンピック最終日マラソン見をりお疲れさまと

早朝の空気は清しく心地よく散歩に出づる家のめぐりを

夕暮に薄墨色のちぎれ雲ぐんぐん空を動きゆくなり

紙切れに歌書きをれば息子が見て無くすといけないと手帳をくるる

早朝に手紙を出しにポストまで散歩の気分で十五分ほど

古き書類シュレッダーにて細断すればせいせいとして椅子に憩ひぬ

朝起きて掃除機を掛けモップ掛け体動かせば筋トレになる

公園に鳩は見えざり人もゐずマスク外して深呼吸する

公園の椅子に掛けゐて気が付けば天道虫か我が膝の上

幾年も使ひすり切るる大辞林継ぎ接ぎしつつも猶使ひをり

母の日にカーネーションの花一輪玄関前で写真をとりぬ

五叉路に立ち若き女性はスマホに夢中こんな夜更けに怖くないのか

強風に今自転車が倒れたり枯葉舞ふ中続けて二台

父親の吹くシャボン玉を懸命に追ひかけてゆく幼見てをり

雨戸一枚開けたるままに夕焼けを眺めてゐたり心和みて

忘るる事多くなりたりカレンダーに記入をすれば一目瞭然

ゆつくりと横断歩道を渡る人手を上げ足早に走りゆく人

両の手を後ろに組みて背反らす腰曲がらぬやう日に二、三回

真夜中に一人で歩む女性をば度胸あるなと暫し見送る

骨折のリハビリ忘れ息子より注意をされて即座に始む

公園の暖かさうな長椅子に腰掛け遊具に遊ぶ幼な見てをり

公園を通れば鳩の群より鴉が一羽飛びたち空の彼方へ

骨折して整形外科にゆきたれば又新たなるリハビリ増えたり

骨折したる肩をば動かさぬやうにと歩みゆくなり杖を頼りに

医師曰く手の振り子体操三百回腰をかがめてブラブラさせよと

公園の椅子
池亀節子（東京都）
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と あい こ

おとうとの手術日聞きて聞き返す夫の手術の日と重なりて

会員の減少つづき会長の転居となりて老人会閉づ

藤のつる欅のみどりに添うもあり棚より離れて剪らるるもあり

藤棚の上におさまりきらぬ蔓たれて砂場の柵につかまる

藤棚の上に重なりいたる蔓いつしか欅の頂に照る

採りたての野菜をくるる友の手にわが作りたる味噌をわたしぬ

あらためて大切な人であることに気づけり夫の手術日近し

ラジオ体操禁止となりたる夫なれど仲間に会うと今朝も出でゆく

近ぢかとクマゼミの声聴きながらテレビに観ている氷河の崩れ

オリンピック開催決まれど無観客密かに喜ぶ夫も我も

執刀は名医と云わるる先生と知りて夫の表情ゆるむ

するすると伸びたる向日葵早よ咲けよ三週間後にあるじは居ない

一日の終りて暦に斜線引く入院日まであと三週間

六項目の検査受けむと早朝の電車に二人つり革にぎる

診察を終えて歩幅のせまくなる夫に添いて家まで帰る

院内は付き添い一人と決められて夫は娘と診察室へ

はじめての臨海線に坐りゆく夫と娘と有明までを

咲かぬなら伐ってしまえという声に従わず来て藤の花観る

おれの齢になれば分かると言いおりし父の言葉がこの頃わかる

犬二匹三人の孫それぞれの写真が並ぶ仏壇の前

県境三つ越えたる罪悪感失せて立ちおり夜の海ほたる

一年の後の楽しみ不安あり少し硬めと記す味噌樽

一月の気温をスマホに確かめて味噌づくりする日を決めてゆく

四度目の年女という長の子をしみじみ想いしみじみと見つ

三人の孫の好みを想いつつクリスマスカードゆっくり選ぶ

良きことの二日続けり宇宙よりカプセル帰還と夫の退院

会えますと言われて入るＩＣＵ指に触れればわが指つかむ

受付に立ちて見ており看護師と夫が室へ入りゆくまで

夕食を終えてふたりで撮り置けるビデオ観おれば寝息の聞ゆ

また川に魚を釣りに行こうなと退院後を言うこの義兄弟

藤の花
江波戸愛子☆ （埼玉県）

ば
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お お つ か りよう こ

良き風を待つこと暫し男らの忙しき動きに連凧揚がる

遊ぶ子ら一人ふたりと減りゆきてスカイツリーに灯りの点る

公園のぶらんこシーソー滑り台あかあか染めて沈む日早し

丁寧に磨き終へたる自転車に川辺の公園ゆつくり漕がむ

風切りて乗りゐたる日々思ひつつ自転車磨く油をさして

「おかはり」の元気な声を思ひつつ米を研ぐ手の嬉しく弾む

夏休みとなりて手花火いつぱいを買ひて康君来るを待ちをり

町なかの小き神社の茅の輪くぐりに偶さか出会ひ夏越の祓ひす

中川を吹き来る風にカレーの香ときをり届く夕暮れ近し

ふる里の風景に似る中川の土手に屈みてしろつめ草摘む

外出の稀となりたるわが暮らしパスモカードの残高減らず

連合ひに先立たれ独りとなる兄に度たび電話す何話すなく

老いること最早なかりし笑む友の写真見てをり歳を重ねて

花見の茶会共に参加の思ひ出が最後となりて七年早し

桜餅包むわが手に桜葉の香り移りぬほんのいつとき

友の笑顔思ひて桜の花びらの干菓子を作る籠いつぱいに

まだ寒き風吹く中をキャッチボールの音響かせて練習始まる

茶の稽古休みゐる間に梅終はり桜の蕾膨らみを増す

あの頃の友は元気でゐるだらうか寒中見舞いく枚を書く

吹雪く日は上級生に守られて登校したる日々のまぼろし

ふる里の大雪テレビに報じられ一人暮らしの姉に電話す

濯ぎもの干す手かじかむ寒き朝雪降り続くふるさと思ふ

お札受け孫にお守り二つ買ひコロナに静もる街中を行く

除夜の鐘聞きつつ友と花見せしこと蛍見しこと故なく思ふ

逝きたる友の名を書くことはもはや無し賀状書きつつしみじみ寂し

暮れ早き夕べの空にスカイツリーの灯り際立つ寒さの中に

友の育てる白玉椿一枝を貰ひて帰る明日は炉開き

茶の稽古三、四、五月と休みゐて桜の茶碗使へず師走

連凧を揚げる男らの歓声が公園広場に湧きあがりたり

一本の糸に二百の小き凧繋がり揚る連凧を見る

年年歳歳
大塚 亮 子（東京都）
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おおやまとし お

福岡河岸の水没したる遠き日を思ひつつ高台の下の道ゆく

子育てに少しはつとめ来し意識あるぞと言へば妻が驚く

托卵に数を増やして郭公に子育てといふ歓びなきか

すつかり自分のものにしましたねと言はれ代用膀胱も変貌しゐむ

六十五キロ維持を言はれて十年すぎ七十二キロには何も言はれず

未消化となる怖れなく食制限なく経て油断すれば太りぬ

転用して短き小腸に十年のすぎて喰ふことなんら困らず

トラベル遊ばざるうちに取り止め有耶無耶となる
草枕 GoTo
思考する腸といふ説裏付けてゐるかとも思ふ手術後の十年

重曹系クエン酸系の飲み薬常用してキッチンの掃除と似たり

十年を目処に概ね第二次の処置へと移るらし婉曲の言葉

残尿ゼロ今日の結果にまた驚くみづから執刀したるに医師は

残尿ゼロに首を傾け代用だからほらあちこち凹みもあるしねと言ふ

十年は代用膀胱の節目らし残尿をエコーにて観る今日もまた

われの知る同病同手術二人ありいづれも十年を境に逝きて

午前四時には起きると言へりその時間わが場合眠りへ就く時もある

日々の散歩怠り続け今日の歩み靴の中の足そこそこほめく

幾そたび自動車に越えし烏頭坂けふは歩みぬ片道四キロ

ここ越ゆる苦難に触るる古書多くいまのぼり行く何の苦もなく

杉並木おほふ小ぐらきさまおもひのぼる烏頭坂ひと足ひと足

続く「危険な暑さ」の中を堀兼に来てさしのぞく井の底のそこ

冷房の部屋の硝子を隔てたる陽光ながらただぎらぎらす

体温を越ゆる暑さのひしひしと死をおもふほどといふ人のあり

階段をくだり来て立つ路面には風のちひさき渦巻き動く

いたる所早乙女蔓の延びて咲く季節となりぬ梅雨あけてのち

舟運に盛えし頃の古写真水まんまんと人に笑ひあり

遊歩道土手のなだりは地縛りに群るるツルヨシ花をそよがす

這ひにはひ花ざかりなるカナムグラ膨らみ跳ねて斜面を覆ふ

おひ群るる草の中より這ひいでて葛のみどりの蔓立ち上がる

上福岡駅のあたりは十数メートル高みになるか仰ぎつつ行く

十年過ぎて
大山敏夫（埼玉県）
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お がわてる こ

コスモスと百日草は花ざかり友の来て言ふ「毎日花見ね」

田の周り糸張りゐるは鳥よけか色々ありぬ鳥とのたたかひ

田のへりに立てたる鳥の案山子なり風吹きくれば大きく羽搏く

出揃へる稲穂はかうべみなたれて風吹きくれば波打ち揺れる

七年もデイサービスに通ひゐる友の娘言ふおかげ様でと

一年はたちまちすぎて盆となり新竹切りて盆だな飾る

体操を広場ですれば気持よし幼にかへるやうに元気に

目のあひて挨拶交す初めての人でも自然と笑顔となりて

自転車にて来ては草取りをしてくれし玲子さんの姿目に残りゐる

門の辺の芝ざくらの草を取りをれば中村玲子さんのこと思ひ出す

裏の田の田植ゑが終り水満ちて白鷺数羽餌拾ひゐる

歳重ね冬雷あるは倖せなり歌を作ること皆に感謝す

軒先にコスモス低く群れのびて秋を待たずに五月に咲きぬ

妻逝きて二年過ぎたる次男なり母の日に遅れたと果物持ち来る

亡き姑も自分の家だと思つてとやさしく言ひをりき我が弟に

毛呂の家はわが実家だと弟言ふ忘れないと亡き姑のことも

弟は養子に行く前半年間我が家にくらしき家族同様に

家に咲く桃の花をも切りて挿すつるしびな二つ並べてつるす

歳重ね雛の姿は同じなり明治の姑の内裏さま美し

年々の繰り返しなれど雨水の日ひひなを飾るわが家の行事

梅の花咲けば鳥たち数多来て花の蜜吸ふ花から花へ

コロコロと青大豆炒る節分に神に供へて息子が豆をまく

漸くに雨降り空気しつとりす傘さして回覧板隣に回す

しつかりと作られてゐて欅の木より落下しても鳥の巣は壊れざり

欅の細き枝先にありたる小鳥の巣北風強く地面に落ちぬ

わが家では当たり前ながら此れをしないと一年が始まらぬやうに思へり

コロナ禍の終息ののち逢へるよと友よりの電話の声は明るく

柚子の実はみどりの中に黄の色に冬至をめざし色増して来る

コロナ禍でも「ゆずっこ体操」休みなくマスクを付けて皆集まりぬ

コロナにて流鏑馬中止は寂しいが息子の乗りし写真みなで見る

花ざかり
小川照子（埼玉県）

故
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こ

姪の子の入籍報告ひさびさの門前仲町東天紅に

住宅地と野鳥保護区を隔てたる水辺にカハセミ繁く現る

ハヤブサのカラスに追はれ止まり木を離れ保護区の空に飛び行く

期待込め五月に計りし秋行事無念九月に全て中止と

次々とメンテナンスの必要な身体を愛しむ病歴たづさへ

通勤の人波の中地下鉄を乗り継ぎて行く都心に臆す

「瘦せたね」と目の不自由な友の言ふひとこと掛けた声に返して

筋肉の衰へは体重減少と密に繋がりフレイル進むと

意図せざる体重減少続きたり我が来し方に覚えなきこと

友の居る介護施設は近隣に高級仕様と評判高し

二回目のワクチン接種終へたれば施設入所の友を尋ねる

ワクチンの接種準備の進みゐて仲間の会話徐々に浮き立つ

それぞれに逃げる子追ふ子笑顔あり地の草草は色濃くなりぬ

藤の咲くこの公園に子等遊ぶそれだけで良い地域の風景

取り置きし教員人事の別刷りを四月の眼に読む白内障術後

手術台に医療技術の進展と医師の手崇む思ひ沸き出づ

濁りある水晶体に取り代はる眼内レンズはオーダーメイド

転院は便宜上にて決めたるもわが眼の異常に適時となりぬ

新型の検査機器にてコンピュータ診断結果を確と説かるる

突然の白内障の診断に躊躇ひありぬ自覚あらねば

梅雨時の昏き街路にももいろのあぢさゐ咲くは心喜ぶ

切なくもうすむらさきのあぢさゐに喩へて歌ふ詩人の孤独

表紙絵に朔太郎の詩浮かびくる「こころはあぢさゐの花」と歌へり

小春日の穏しき日々に溶け合ひて暫しなれども禍事知らず

高齢者昼のひと時元気づく対面会話と「健康おやつ」に

トラベルもイーツもひたすら自制して「健康おやつ」に満つ密やかに

十万円のマスク売り出すこの国を愛し続ける努力は辛い

姉逝きて二十三年この夕べ座の中にゐる気配漂ふ

剣道の友と結ばるる姪の子は姉の葬りに乳飲み子たりき

若きらの弾める声に囲む宴不安あれども慶び勝る

体をいとほしむ
黒田江美子（千葉県）
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ひさし

夏に続き秋にも花を咲かせをりくちなしの花のよき香漂ふ

ワクチンの予約受付二十回目の電話つながり予約をしたり
行・草書変体仮名も交へつつ書かれてありぬ明治の習字帖
教室は生徒ら多く熱気あり教師人生三十八年
アメリカを抜き中国は第一位ＧＤＰトップに十年経てば
豊道春海没後五十年遺作展書の筆跡に気迫がこもる
紙僅かこれで終りと書きし作展覧会の出品作となる
両手にて抜けども抜けずチカラシバの根は強靭なり雑草強し
帽子被りゴーグルをつけ草刈機を腰に固定し雑草に向かふ
タイブレーク十回表のアメリカの攻撃を抑へ日本勝利す
赤・青・緑の三日月形の組み合せは草書の 「心 」に読みたる吾は
二年間外では飲まずコロナにはかかりたくなし家に帰り飲む
たいぼく

大地には何億の種子こぼれをり雑草繁茂す畑に空き地に
若き日の学校のダンス講習に大木になれと指名されたり

（パラリンピック・スリーアギトス）

コロナウイルス流行により頻繁に使はるる「人流」・「路地飲み」の語

播き過ぎか密集し重なり芽を出せる小松菜を間引きサラダにしたり

乾く田に水が入りて池の如し田の面は風にさざ波の立つ

仰ぎ見ること多かりし桜花堤の下に枝伸び見下ろす

まだ買へると思ひてゐたる馬鈴薯の種芋三月に店頭から消ゆ

条幅紙に書き行く前に半紙にて古典を書して幅に臨めり

文字と文字の間合と調和がまづまづか一点を自選し書展に出せり

男体山の東にこぶの如く見ゆる雪かぶりたる日光太郎山

日本人は米を主食とす西洋人は米を野菜とし御数に食す

調味料は入れずに作る「しもつかれ」大根人参の甘みが出たり

もらひたる中国の墨「熊猫」と銘打ちてありパンダの絵とともに

感染し菌に犯され死に至る世界的コロナ戦争と言ふべし

外の葉が枯れて萎れる白菜は新年を迎へ畑に残る

ホトケノザ冬の畝間にびつしりと種まく如く青々と生ふ

一学級六十人の生徒らの授業に出でし熱気むんむん

一クラス六十人の生徒らを教へし昭和四十年代

間合と調和
兼目

久（栃木県）

けんもく
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こ ばやし よ し え

わが呼吸しづかすぎると言はれをり整骨院のベッドに伏して

しら雲の覆ふ山梨の空の下桃咲きて菜の花咲きてあかるし

桃のはな見つつしをれば山梨の友の近くにゐる心地する

実るはな間引かるるはな隙間なく枝を包みていま真つ盛り

柵もなくだあれもゐない道つづき右にひだりに桃のはな咲く

若草を踏みつつ桃の花のした少し歩みぬ首を屈めて

びつしりといふ感じにて咲く花の色まだ淡く桃畑あり

わが部屋に在ればときをり手に触れて硬くて広き緑葉を拭く

太き根を樹に巻きつけて咲くといふ少しの水と光を糧に

熱帯雨林ほどではないが暖かさほぼ保たれて冬を越ゆるか

植替へを怠りをればひとつ鉢に胡蝶蘭三株葉を重ね合ふ

太ぶとと茎より出でて根は下を花茎は上を目差して伸びる

熱帯雨林原産といふ胡蝶蘭真冬の部屋に花茎を伸ばす

レジ近く並べられたる子供用菓子は見るのみ懐かしむのみ

ショッピングカートゆつくり押しながら左右の棚をまなこは移る

これもこれも百円プラス消費税分かり易さに買ひすぎもする

売り切れになること多きレジ袋ごみ捨て用に一束を買ふ

あればよい無くてもよいが一つだけ買つてみようかＢ５のファイル

一つだけあればすむのにもうひとつカートに入れる小さな付箋

天井より売り場を示す札下がりカラフルな日用品のさまざま

全て百円といふ訳ではないがワンフロア迷路のやうな売場を廻る

幅広のセロテープ買ひに来て封筒を序でに選ぶ百円ショップ

脳からの指令は右にゆくらしくエスカレーターに右足が出る

拳ほどのさつまいも三つひと袋今日は迷はずカートに入れる

校正の合間に食べし蒸かし芋しつとり甘き川越の産

ふるさとの農林一号といふさつまいも澱粉工場に積まれてゐたり

長さ硬さ太さの違ひ少しある芋けんぴひとつづつ食べて止まらず

袋よりひとつ出しまたひとつ出し土佐の芋けんぴ噛みしめてゐる

ひと袋貰ひたる土佐の芋けんぴきみの帰省の此度の土産

パソコンに繋げばポッと明かり点くウサギの加湿器ほそく湯気吹く

芋けんぴ
小 林 芳枝（東京都）
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さくら い か ず え

しまひ置く夫の謡の関連箱に遺りし一冊『観世流小謡集』

「ようこそ」と各国言語を書き並べ親子ら選手のバスを迎へつ

警備員至る所に守り立ち選手村付近の安心夜道

月明かり尊ぶこころ虫の音に呼び戻さるる今宵の散歩

橋下の朝潮運河にゴムボート警備員四人を乗せて浮きをり

一年間ビル群のまま置かれありし晴海選手村いよいよ開村

選手村の膝元なれば町内に声掛けありて「おもてなし清掃」

六月の半ば過ぎたる街角に交通規制の看板増えゆく

歩くこと当たり前とし育ち来し友と話題広がり心繋がる

村祭り多勢集へる孫子らを歓迎しるき祖父母の在りき

我を待つ祖母は優しく笑み湛へ着物に前掛け馴染みし姿

桑畑つづく近道抜けてなほ荷馬車行く道歩み歩みき

母と来し道をたぐりて歩みけり祖母の家まで一里の道を

たは易く里へ行かれぬ母なれば孝養せむと我を使ひき

母からの和菓子を携へ十歳のひとり旅ドキドキ電車に乗りき

ゼラチンをたつぷり含みダシを出す魚の恵みの広がる夕餉

大きめの皿にカブトを置く如く盛り付け先づは仏壇に供ふ

鯛兜くづれぬやうにしまひ際煮汁かけかけ艶出す仕上げ

コトコトと鯛の兜の煮立つおと厨に溢れ冷気を寄せず

丁寧に鱗取る手間かけらるるコロナ自粛に料理する時

なし割りの鯛を並べて塩をふる鯛の命をいただく準備

消費期限あすまで有るに鯛兜パックに半値のシールが貼らる

鮮度良き魚のアラ買ふ我が習性カンパチ鰤の眼光見つつ

スーパーの冷蔵品の鯛の眼に惹かれて購ふパックの兜

「高砂」の節回しの符号書き込みて我に教へむと遺りしコピー

恩師たる坂先生と沼田さんの写真は丁寧に夫の仕舞ひ方

「迷はずに思ひ立つたら決めなさい」夫を誘ひし沼田茂子さん

和綴ぢなる謡本豆本カセットテープ夫亡き後の流用師に委ね

謡本の隅に使ひ出しの日付ありき薄ら鉛筆の夫の筆跡

教本となり得るモノ全て師の許に送りしなれど残りぬ一冊

おもてなし清掃
櫻 井一江（東京都）
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こ

パソコンをとぢて一時間のちのわれ金沢八景駅に降り立つ

演舞場に「ヤマトタケル」を共に見し夫の母もわが母も亡し

捨て身になることはできるがそれ以上到底出来ぬ現代人われ

荒れ狂ふ海しづめむと海中に弟橘媛は身を投じたり

わが住める磯子よりそれほど遠くなし弟橘媛の伝説の地は

荒海のイラスト走水産と記せる海苔に伝説浮かぶ

秋の花供へてやうやく来ましたと合掌したり一年ぶりに

山手線新車両に乗り込めば液晶画面にずらりと広告

夜といふ時間を知るのか壜に挿す大待宵草の四弁の花

味噌汁に天かす入れて夫に出す好きな食べ方このごろ知りて

三十度越える暑さに身は慣れてつるりと食べるフルーツ寒天

はからずも参加の機会得て通ふ源氏物語講座は今年の収穫

注釈の小さき活字に頼りつつ夜ごとにたどる竹取物語

手袋もストールも外し丁度よき服装になり冬の陽を浴ぶ

先を行く夫が止まり吾を待つ黄にかがやける蜜柑の木のそば

ゆるやかな登りがつづく坂にしてふくらはぎのじわじわ張りくる

花のあと若葉萌え出でやはらかき色を楽しむ一月半ば

花瓶の水替へむと枝をゆるがせばたちまちに散る桜はなびら

薄紅のほんに小さき桜花七草過ぎまで次々ひらく

丈少し短くせむと花鋏使へど枝のおもはぬ硬さ

桜の枝かかへてバスを待ちをれば早咲きですねと声をかけらる

正月の花並べある店先に啓翁桜のひと枝えらぶ

古き葉を根方に落とし琵琶島の松は冬場も緑つややか

手を触れず福石と呼ばるる石に寄る石の力に引き寄せられて

伝承の石の傍らに男二人地図を広げて話し込みをり

貝の住処なりしか石のおもてには穴のやうなる窪みが数多

街なかの歩道のそばに頼朝が禊に衣服掛けし石立つ

通り隔て瀬戸神社とむかひあふ琵琶島神社は海に迫り出す

犬槇の老い木はみどりの枝広げ隣合ふ欅の落葉乗せをり

駅前より五分歩けば通り沿ひに頼朝創りし瀬戸神社あり

伝説の海
桜 井美保子 ( 神奈川県 )

ほ
み
さくら い
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さわ き よう こ

熱物にふれて火傷の癒えきたるまだ再生の力あるらし

最上段書棚ぬぐへば掌にお久し振りとボーヴォワールのる

無免許の東京都議の襟元に吾と一緒のネックレス光る

太田さんが呉れはつてむと秋深き茄子トマト食むふたりの夕餉

運の良き一世なりけり告知より三度目の秋しみじみ仰ぐ

病名の告知記念日昼食の鰻携へ子の訪ひくるる

朝一番鏡のなかに遥かなる父とそつくり目元が映る

新しき靴のヒールは三センチ視点の上がり背伸びの心地

藤井君大谷君の活躍に今朝のオムレツふはふはとろり

自室へと君去り行けば音量を三つ落としてチャンネル替へる

頑張りて旗日に子らを産みたれど今カレンダーに痕跡もなく

彼の地へと旅立つ時はポシェットの『万葉散歩』聖子さんと一緒

こつそりと洗ひ直しぬご飯粒ひとつくつつく私の茶碗

「おばあちやん」と呼ばるるは初向かひ家の五歳児しつかり人間見てる

大仕事成したる心地夏用の入院仕度ふたつ並べて

楽しげに父と子話すを聞きながら厨に急ぐ夕餉の仕度

幾つもの管より解かれゆうるりとベッドの寝返り恐るおそると

昔よりほんにかはゆし一〇分の面会に子の駆け付けくるる

大丈夫側に居るよと看護師の声の断たれぬ麻酔に堕ちて

幾枚も同意書自筆サインして先生と結ぶ納得の治療

三度目の正月迎へし礼をのべ令和三年丸椅子に坐す

階段を踏む足音の安堵感一年ぶりに子の帰り来て

やつとこさ一キロアップの体重の不調ふつか目たちまち消えぬ

哀れなるをみなにパンのお恵みを口滑らかに佳き日の予感

すつぽりと鵯よけの網被せ南天赤実守り切りたり

葉牡丹を這ひ出で来たる青虫とビタミンＤ浴ぶ軒の日溜まり

何色を羽おりてゆかな久びさの外出嬉し通院なれど

厚揚げと丸大根を煮含めて大鉢に盛るふたりの夕餉

堰止めて濾過して流すバイパスへ体内工場の盆暮れもなく

手仕事の好きな右手は左より大きくなりぬ進化のここに

ふはふはとろり
澤木洋子（愛知県）
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しま だ まさゆき

あの頃に戻る事など望まねど確かに生きたる手応へのあり

またの名を月の女神と呼ぶと知る交尾し卵を産みて死すとぞ

生涯に見るは稀なる蛾と聞けば重なる奇遇に生唾をのむ

娘の庭にオホミヅアヲガの舞ふ動画写メ送りくる母の命日

母の逝き四十六年の命日にふはり頭上を大水青蛾

血統に忍の足らざる血のあらむ祖父の伝書の家訓堪忍

幾百年繋げて来たる氏絶ゆるその現実を受け止め難く

当然に氏継ぐものと信じたる孫は相手の姓を名乗ると

散り落ちる術を知らざる紫陽花の未練がましき生き様もあり

秋季展開催中止の決断を二年続けて為せる七月

老鶯の声を背にうけ多羅葉に暑中見舞の文字を刻みぬ

永く伏すことの無きまま八十の半ばに至り観る百合の花

ホトトギスうぐひす蛾眉鳥まざり鳴く溪谷に観る狭き青空

遠景にかすみて光るビルの群降伏前夜焼かれたる街

敗戦後植林されたる杉叢の合間に萌ゆる早緑眩し

ふるさとの風に触れむと新緑の萌え初めたる山頂に立つ

曾孫とも思へる姿の愛らしくカメラ向ければ二本の指を

人生の初体験の登校日マスク姿の想ひ残らむ

新品のランドセル負ふ児が二人増え公園に揃ふ七人

貰ひたる月下美人の平葉増え植ゑ替へ時を卯月と決める

室内に冬場越したる月下美人陽光溜まる軒下に出す

老後とは年金暮らしを言ふらしく歌始めたる時期と重なる

降雨量少なきゆゑと肯へど碧に真白き富士こそ日本

雲ひとつ無き完璧な大寒の富士の高嶺に冠雪見えず

一晩を寝かせ切り良き伸し餅に包丁落とす手応への良し

まだ温き伸し餅二枚持ち呉るる去年と変はらぬ農協のひと

黄ばみ増す葉裏にかくれ香り初む蝋梅を知る小さき喜び

神宿り霊気漂ふ朱富士に生唾を呑み暫く無言

湖を眼下に収め仰ぎ見る富士の巓より染まるくれなゐ

刺身なら蛸を好むと言ひし友時折話題にのせて七年

くれなゐ
嶋田正之（埼玉県）
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せきぐちまさみち

本能と蓄積の力をプレハブの壁に這ひゐる蔦に見てゐる

喜寿超えて牛のごとき足腰もて息を入れつつコンビニに行く

むざむざと錆びて傾く鉄柵の脇に沿ひ衰へぬ粗毛反魂草

終戦の前日に長男戦死といふ柳原白蓮の無常を思ふ

土色に染まらず赤錆びた柄のなきポンプぽつねんとある遠野市郊外

子も孫も連れ合ひもなき吾が人生汲みきたる湧き水にて珈琲沸かす

息上がり苦しき刻の増え来たり三十回ほど強く酸素吸ふのみ

凾入りの廻り地蔵の背負はれて生家に来たるを憶えをりけり

もう車検十回目を迎ふ老体の吾が脚となる〝軽〟に感謝す

上官より届きし鎮魂の押し花は〝麦わら草〟と歌友は言ひき

守備隊であれば歩兵の肉弾を免れし父は避けがたき羸痩

るいそう

戦闘機の部品を造る父までも徴兵されてこれでは勝てない

玄関の真上の半端な三畳間にパソコン専門の書斎を設ふ

花も実も葉もひといろの黄金の満作咲けり春はたけなは

ビール飲み風呂に浸かりて電話呉るる友への苦言は聞く耳持たざり

障害者三級医療費無料、歯科皮膚科呼吸器循環器受診日記憶す

展望のひらくるなくて目覚めたる刻の躊躇ひ昨日と変らず

妹は母似吾は父似で老いたれば共に耳遠くなる現実を嗤ふ

吾のブログに書き込み呉れたる五日後に友は死にたり何ゆゑ急ぐ

冠雪のやうやくありて朝の富士撮り直ぐ友へのメールに添付す

伯父の金庫に蔵はれし父の死の公報ガリ版刷りの粗末な和紙に

歯科医院の門前にはらから集ひゐし父の出征の写真が残る

父方の伯父は流行らぬ歯科医にて水銀中毒に死す昭和の時代

クリニックの窓口の支払ひに指震へ小銭掴めぬ媼のありたり

スポーツ紙の芸能欄に懐かしき〝赤チン〟の出荷の終了を知る

口減らしに預けられしは幼きころ従弟は吾を居候と呼びき

秋のバラくれなゐよりも紫のアブラアダブラに吾は惹かるる

薄雲を掃き寄するごとすつくと立つパンパスグラスの穂先鋭し

戦争にも吾が人生にもあつた筈ポイントオブノーリターンの夫々ひとつ

裡に棲む天邪鬼ゆゑかことごとく世の正義とやらを訝しみをり

関口正道 ( 神奈川県 )
子も孫も連れ合ひもなき

故
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たかはしせつ こ

植木屋の親方以外の顔ぶれに変化ありけふはイケメン二人

お産に次ぐレベルの痛みと訴へれば主治医は「季節の変はり目」とだけ

中学生の交換日記の雰囲気に古稀の二人のライン飛び交ふ

もうずつと一人で生きて来た如く割にスムーズ独りの暮し

あんなこともこんなこともせず古希ま近これでいいのか人生これで

挿し木ならできさう吾の目論見は紫陽花コーナー・あぢさゐ屋敷

四十年共に暮しし嫁われに法は冷たく土地売却す

青天の霹靂は確か二度目なり勘弁してよ遺産相続

先のことはさておきけふは混み過ぎのこのサボテンを何とかせねば

世の人の気の弛み実に顕著なりラーメン行列アウトレット渋滞

すぐそこの掛かりつけ医に六時間電話して得たるワクチン予約

夫の机を片付けをれば出で来たり古銭じやらじやら四角い穴の

君たちを乗せてハンドル軽やかに見えるだらうが神経ピリピリ

友来たり吾が手刺繍のバッグ提げいつになつたらまた針持つのと

ありし日の夫好みし姫小百合われと真逆のイメージに咲く

独り居を淋しと思ふ胸うちに解放感の日ごとに膨る

続けざまに夫とその母見送りて火葬場に見る散りゆく桜

民生委員のわが担当の名簿より夫の名を消す赤線引きて

病室が震へるほどに泣いたから家では泣かぬと遺影にピース

一年をコロナに帰郷阻まれし娘に会へたり夫の急死に

湯の嵩を常より増して顎沈む消化しきれぬ出来事なぞり

九度目の入院は僅か六時間せめてひと晩泊まればいいのに

九度目の入院もいいさ何度でも生きてゐるから入院できる

人住まぬ庭に咲き継ぐ山茶花の大樹に月の光は溜まる

あんなこともこんなこともしとくんだつた五十年前のうすぼんやりが

訪ねれば必ず吠える犬をりてけふは負けずに睨みを利かす

真つすぐも弧をなすもあり飛行機雲時たてば青に溶けるは同じ

この庭を一から手掛けし親方は子を見るやうに眺め頷く

親方のことを詠みたる歌一つに付箋し手渡す吾が初歌集

植木屋にあれ伐れこれ伐れ短くと言ひお茶を出し日の暮れとなる

髙橋説子（栃木県）
一人暮らしの始まりはじまり
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こ

農閑期の四十五年を通い来たる奈良の置きぐすり今年で仕舞う

やりたき事あきらめること選り分けながらコロナ蔓延る二年が過ぎる

「世の中はそんなものだ」が口癖の麻痺残る人の言葉を遮らず聴く

クレームにあらず溜まれる感情を吐き出したき人おり電話口に聴く

電話の向こうに耳を傾け十五分声のトーンが穏やかになる

半夏生の葉に交尾する揚羽蝶ひとつとなりて羽を震わす

右脇のリンパの異和感身のだるさワクチン二度目の免疫反応

副反応のリスクにまさる安心感ワクチン希望に迷いはあらず

うつるより感染源となる不安施設勤めのストレス重し

霧を吹き水を与えて陽に当てて肥やしを施すアンスリュームの鉢

柿の木の若きみどりのやわらかさ五月のひかりにまぶしく仰ぐ

土おこして引き抜きてなお掘り下げてドクダミの根はしたたかに伸ぶ

水ひかり与えすぎ駄目時期はかり肥やし与えよと動画に学ぶ

一目惚れと子にねだりたるアンスリューム五月第二の日曜日に届く

半夏生どくだみスズラン地下茎に増えゆくものの強さ逞しさ

両肩を抱える形に葉を巻きてすっくと伸びゆくスズランひと群れ

濃き緑うすき緑にさくら色三毳の山がふくらみて見ゆ

人柄が何よりいいよと子が言いてふたりの未来を頼もしく聞く

福寿草の黄に似た明るさ伴える小柄な女性を息子が連れ来る

福寿草が常より遅れて咲ける年息子が電話で娶ると告げくる

南天の紅き実も良し金柑の甘き実も良し売り場にまよう

土緩む庭に出できて草抜けば強ばる胃の腑も解かれていきぬ

胃の辺り重く垂れ込む三日ほど今朝より軽めの断食始む

霜枯れた茎葉に庇はれ肉厚の新芽を育むミセバヤの鉢

人ひとり看取る午後にも笑顔つれサンタクロースは施設に来たる

百日を皮下点滴に命をつなぎ生き様みせて生ききりたる人

口元のスプーンを拒みて手を合わす食を閉じゆく百歳の意思

砂果てて反転させし砂時計が新しき時をとどまらず移す

今年限りの廃業を告げるくすり屋より金魚印のはら薬を買う

肩掛けの大きカバンを腰まで下げて年に二度来る奈良のくすり屋

砂時計
高松美智子☆（栃木県）

ち
たかまつ み
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よ

橘

ど う だ ん

の繋がらぬ朝は情けなしパソコンもスマホも自閉するのみ
Wi-Fi

ウイルスに社会も人のこころをも乱されて月光照らす下界は

きよらかな月光透り左耳の聴力もどるかの心地せり

日中は気温三十度にあへぐとも夕べとなれば中秋の名月

虫の音のごとき耳鳴りせる耳にほんたうの鈴虫のおとは聞こえず

ひび割るる地面のごとく乾くおと高音聞こえぬ左の耳は

感染爆発だれとも会はぬ盆の宵揺り椅子のかげの気配なつかし

離岸流に流さるる子がサーファーに救はれしこと幾度も聞く

細りたる拒食症の腕に息のみて位置をたしかめワクチンをうつ

ひとたびは刈り取られたる捩花の盛り返しきて咲く庭の隅

街路樹がそびゆる影となる刻にをりふし照らす月光うごく

打てと言はれひたすら打ちて軌道にのせ途端にワクチンの供給減りぬ

皮膚のかぶれ激しき患者の行きし場所われも辿りて草木を調ぶ

集団接種に出務をひかへ自らもワクチンを受く土曜診療後

月蝕に大きく翳るスーパームーン左肩のこる輝きのリング

ワクチンの入荷数わからず接種予約開始は延期す鳴りやまぬ電話

天の川銀河のなかの太陽系惑星に生きるまたたきの間を

五千万光年隔つ銀河おもふ失ひし十年を悔いなげくとき

「ホーホケキョ」と鳴かぬ鶯に口笛にて正しい鳴き方教へてやるも

色あふれ華やぎたりし花屋二軒いま廃屋に病院移転し

デルフィニウムの青に雪柳の白を添へガラスの花瓶にすつくと立たす

大震災から十年にひと月を残し夜更けに大き揺れ来ぬ

雪の壁にはさまれ狭き道折れるさきは見知らぬ街あらはるや

除雪車が来たりてわが家の室内をサーチライトのやうに照らし行き来す

や

屋根の雪なだれて落ちる音しきり何年ぶりに読む『夜と霧』

容赦なく降り来る雪に埋められて溺れさうなりわが家の姫沙羅

雪やみて降るをくり返し永遠のやうなこの時雀飛び去る

もの音の絶えゆき繭のなかひとりこの雪明日は積もりてをらむ

思ひ出の猫ふえゆくはせつなしよわが生涯にいくつにならむ

あと一歩赤を極めることなくて庭の満天星葉を落としゆく

月光透る
美千代（新潟県）

ち
み
たちばな

（集団接種）
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なかむらはる み

芋づるを切る作業のトラクター凄まじ音に秋空轟かす

オープンの中華料理屋盛況なり空き店舗なりし面影の消ゆ

夏草の勢ひ弱る十月に草刈り機二台交互に鳴らす

草刈りのわれに飛び寄るバッタあり居場所追はるる抗議にも見ゆ

自らにタクシー呼びて出掛け行く齢九十の姑なり

白内障かなり悪化し姑は手術に迷ふ九十歳

大雨にも平常心の保たれて有りがたきかな高台のわが家

井戸水を室外機へと撒く夫一気に良くなるエアコンの効き

土石流の衝撃映像放送さる熱海は名だたる観光地なり

唐突に雲は湧き出でスマホには赤き表示が上空を覆ふ

誕生の記念に植ゑし姫コブシ太き枝切る二十四年目に

ふはふはの枝先揺るる鉢植ゑのスモークツリー青空に映ゆ

枝先に若葉の萌える月桂樹数本切りて日陰に吊るす

衝立に挟まれひとり飯を喰ふ意外と落ちつく新しき様式

降圧剤不要となりて気の軽しあと三種類の薬はあれど

草群るる畑を瞬時にすき込める力を見せつけトラクター去る

チェーンソーの大轟音に杉林丸太に変へて視界の開けり

土を割り小さき葉を出す馬鈴薯の緑濃く陽の光に照りぬ

足場組み白き布に被はれて築十八年初の修繕

寒き夜の露天風呂の頭上には固き蕾の桜の枝垂れ

露地植ゑのクリスマスローズ白き花葉裏に隠す寒き二月に

電話にて家族以外とひさびさに会話の弾み気分上向く

家回りの丈の短かき冬草を抜くとき姑の身体小さし

年明けに固定電話機を新調す迷惑機能の進歩してをり

実家への年末年始の往来の無きは初めて静かな年明け

わが畑を縄張りとするかジョウビタキ収穫のわれを終始威嚇せり

常よりも早く太れる大根を土に埋めゐる姑の見ゆ

同様にマスクをかけて会話する異様な景の日常となり

磨耗せる下の歯並びの治療終へ顔面が縦に伸びたる気のす

二人のみの作業で済めばポテカルゴ導入されて芋畑増ゆ

齢九十の姑
中村晴美（茨城県）
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はしもとふみ こ

スキー場リフトを前に待つ斜面松虫草が一面に咲く

姪からの丸亀の月着信して我庭に立ち月仰ぎ見る

日本一石垣高き丸亀城石垣と城名月白し

コロナにて都会からの帰省なく孫に会ひたき思ひを語る

八月で九十二歳になつたよと信州の友明るい電話

「百思ひ一も届かぬ親心」香川に住む姪の電話に同感

オリンピック競技の続く日々に思ふこの先戦争永遠になくなれ

中学校のこの校区なる入江選手自転車にてジムへ通ひたるらし

鳥取県米子育ちのメダリスト蛙育てる事が趣味とぞ

鳥取県初金メダルボクシング人並みはづれた練習成果

若人の力出しきる様々の競技に驚くオリンピックに

梅雨前線大あばれして泥かぶる西瓜が並ぶ放映かなし

米子市は大丈夫にて頂いた電話は思ひ出話に続く

水害は大丈夫かと山﨑様電話下さり有難かりし

蛍一つ下さりし人は有名な作家なりとぞ帰りきて知る

暗がりに動かずにゐる我の手に蛍を一つ下さる人あり

草むらにあまたの蛍集まりて明るむ様子初めて見たり

手を開き蛍を低き枝に移し「クリスマスツリー」と喜ぶ

小学二年といふ女児一人走りては手の蛍を放ち喜ぶ

静かなる暗き山裾に出る清水蛍が光る円やかな線

ほたる出たよと誘はれて六月六日米子東部の学校へ行く

木造の昔の灯台六角形古めく白壁歴史を語る

黒船の来襲に備へ造られし砲台跡が今も残れり

境港お台場公園に枝広げ桜咲き満つる中に立ちたり

筆供養といふ写真ある二月号書道の奥を思ひつつ見る

まんさくに枯葉のつく枝多き冬黄の花今年も咲き始めたり

日南町に松本清張文学碑父君の郷里と刻まれてあり

大阪大学研究所なる猿の群れ老いも若きも日向を好む

十一月米子の猿を見に来れば六月生まれが揃ひて遊ぶ

ナナカマド見つつ高木の松見つつリフトに上がる青空の中

橋本文子（鳥取県）
若き等の助言に従ふ九十代
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みずたにけいいちろう

豪雨禍の運びし太き流木が葦洲のうへに白曝れてゐる

実南天を啄む鵯がこゑ立てず今朝は二羽ゐて頻りにうごく

アメリカに六十年棲み老いづける君の決意は市民権得しこと

ニット帽のつば先あげて一つ咲く薔薇を嗅ぎあひ少女笑みあふ

人を限り昼どき食はす料亭のお座敷にひとさし舞妓来て舞ふ

寝まくらに勇の聴きし白川の流れのひびき昼夜わかたず

南天の実を狙ひくる鵯の鋭きこゑ明けのひととき聞こゆ

棘だらけの茎の先にも花をもつアメリカ薊のさま猛だけし

毀ちたる古民家の更地雨季に入り草は忽ち繁茂をひろぐ

石積みの段差の流れを遡る魚影まちゐて鷺みじろがず

石積みの堰こえ水の滑らかに落ちゐるところ魚遡る

テリトリーをひと巡りして自らのこゑ練るごとく鶯の鳴く

墓参道を上りて来れば山池の斜面あかるく山桜の花

京都まで娘の車で人の密を気遣はず行く妻の奥津城

裏路地を来れば屋敷の塀越しに辛夷いくつも莟をほぐす

凄まじく障子を照らす稲妻の消えていかづちの底ごもる音

過ぎゆける雨音ききて醒めをれば夜半のいかづち不意に轟く

親カラスが巣立ち三羽を誘ひて生ごみ置き場の袋を囲む

ひとしきりジャズを吹奏せし青年が草生に坐りペットの水飲む

川を隔て対面の草生に吾れは坐りトランペットの旋律を聴く

日の温き土手道くれば対岸にトランペット吹く青年がをり

この川に居着くカルガモ雛を連れ岸辺の水を遡りゆく

背に温く冬陽あびつつ土手の道マスク外してゆく爽快感

路地に射すひかりの中に黄の花を広げて冬の蒲公英が咲く

屋敷囲ふ石垣の間の幾ところ短くしげる冬草の青

塒なす葦洲のめぐりこゑ低く呟くやうに鴨ら寄りくる

ぎつちよながら右手も器用に使ふ祖父の隔世遺伝を娘が享けつぐ

茎分かれしたるそれぞれ先端に秋明菊は莟をゆらす

綻びのつぼみをゆらす秋明菊けさの温さにいきなり開く

行き場なき流木ふとく横たはり川洲に葦の穂むらが戦ぐ

川に沿ふ道
水谷慶一朗（大阪府）
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もりとう

根本より噴き出るやうに蔓草がリュウゼツランに絡みて枯らす

青きまま落下をしたる花梨の実ベンチに五六個並べられをり

銀杏を拾ふなら袋ありますと声かけらるる公孫樹の下に

わが買ひしランドセル三つアフガンに贈りたると娘の言へり

橋いくつ渡り来れる豊洲の街高層ビルの建設つづく

草はらにいつしか細き道のでき土を踏みしめ時をり歩く

食パンの専門店を素通りし小さな店にコロッケパン買ふ

自転車を止めて人待ち顔の人ハローワークへの道を問ひくる

具たくさんの汁物あれば無理をせず菜を作れと娘言ふなり

スケボーの選手とドローンの影コンクリートに黒々映る

夏空にそびえる青い壁のやう無観客なる観覧席は

久々に地下鉄に乗り歯科検診パスモに千円チャージしておく

屋久島の篠竹ぽくぽく輪切りにし煮物炒める飯に炊きこむ

ゆすら梅の透き通るほど赤き実を一つ摘まめばかすかな甘み

ワクチンの予約とれぬと子に言へば「急がなくても様子を見たら」

思ひきり首を伸べゐる池の亀スカイツリーは見えるだらうか

天神の太鼓橋より真向へばスカイツリーのぐつと近づく

よく見ればこれが花かと思ふほど土筆に似たり木賊の花は

止まらぬと思ふ車の止まりたり礼してわたる横断歩道

テーブルに置きたるわれの薬袋を子のさりげなくチェックしてをり

コロナ禍の収束見られぬ新しき年の暦の一月を剥ぐ

池水を足に静かに探りゐるしらさぎの体動くことなし

近々と寄り行くわれに無関心立つしらさぎの微動だにせず

恙なく娘の仕事も年をこし元日ふたりで初詣にくる

去年二月コロナ禍のなか部屋を借り娘は一人仕事を始む

元日の雑煮の餅を一つ食べ明日から餅は要らぬとむすめ

朝朝に小き錠剤一粒を飲むを忘れぬおのれをほめる

蝌蚪とるに夢中の子等の声のなく小さき池の落葉に埋まる

深み行く秋のフェンスに十あまり日を受け開くブルーの朝顔

黄の花を高く掲げるリュウゼツラン友と仰ぎし夏の日ありき

木賊の花
森藤ふみ（東京都）
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たかし

入場を制限しての吉里吉里忌ヒョウタン島にコロナ着きしか

「平和」の字いきいきと見えし「時」もあり今は政治の修飾文字へ

真夏日の続けど秋は歩みきて入り日にあはせ蟋蟀の鳴く

竹林を抜けて薄をゆらす風ざわめく音を後に伝ふる

七日間つづきたる雨のあがりきて久びさ見入る青のまばゆし

金よりもラスト泳者に感激す着差二分にパラの意義みゆ

腕のなき選手も混じる背泳ぎに努力の無限さひしと感じぬ

原発の語り部語る「三月」は過去とはならず十年経たり

広島の悲劇みざるか菅総理主文とばして「あいさつ」終へぬ

オリ・パラの意義は何処かへふつとびて忖度よどむ「バッハ」対応

居住民数パーセントの町長選むなしさ募る公約の文字

もどらざる町民多き町長選五市町村に投票所ひらかる

行く雲の影すべりゆくその先に人住めぬ町と廃炉従事者

一輪のマリアカラスの香とオペラ外出自粛に安らぐいつとき

水溜りまともに通る赤き軽はねたる泥は生徒の群へ

きのふまで雲流れたる水面は今日は一面早苗ゆれをり

朝夕の冷えを抑へる採暖も短くなりてシラン群れ咲く

ときとして社説凌駕の時事川柳深層ゑぐることばの力

開演日せまるも台本二三枚当時を語るしのぶ麗し

吉里吉里忌しのぶの歌ふ劇中歌「ひさし」の世界ひたひたと寄す

漁民らの思ひに聴く耳なえたるか上意下達の海洋放出

十年を経ちたる年の鎮魂歌いまだ手つかず炉底のデブリは

薄めたるトリチウムは害なしと命の海に流すは明日か

デパートが閉ぢて不便さ実感す一ぜんの箸返しの品に

寝入りばな激しい揺れの襲ひ来て本とＣＤ床に波打つ

雪まじる風に向かつて取るマスク爽やかなりぬ深き呼吸は

列なして等間隔の低学年たはむれ下校が戻る日は何時

幾人の意に添ひたりやコロナ策日ごと深まる医療の軋み

ゆく風にのりて散りゆくもみぢ葉に己のあすを重ね目をとづ

コロナ禍は吉里吉里忌をも霜月に五木寛之ひさしを語る

行く雲の影
山口

嵩（福島県）

やまぐち
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やまざきひで こ

園庭のさくら葉紅葉する下に朝より元気な園児らの声

アベリアの満ち溢れ咲く道沿ひにマスクを外し香を存分に

園児等の黄の色帽子元気なりカンナも負けず黄の花咲かす

九十九の吾が誕生日への贈り物娘の心遣ひかスカーフ添へて

朝顔やカンナダリアの咲く庭は箒目清しき広庭なりき

深夜便に久々に聞く月の夜の影踏み遊び只なつかしく

心柄やさしく嬉し吾が心にポツと灯が点き消ゆること無し

思はざる久しく会はぬ姪よりの大きプレゼント白寿の祝と

又の会ひ近きを願ひ涙ぐむ孫は優しく抱擁し呉る

帰りなばあれもこれもの思ひ湧く日本の新緑に浸るも良きか

イタリアに住む孫帰国するといふ娘は拒むコロナ危険と

八十歳九十歳でも筋力はつくと体操教室通ひて六年

足腰の痛みに水泳勧められ六十三歳より三十年泳ぐ

年々のさくらは上野と決めてをり葉ざくらとなるも飽かず歩みし

勧められ短歌の道に五十年生甲斐となり友に謝しをり

長かりしか短かかりしか永らへて来年私は百歳となる

茎長く黄の花掲げるオキザリス石段に沿ひ長く咲きをり

道端の石に坐しゐて足元のなづなの白花可憐なり

冬の間も銀の蕾の数多を掲げ今白木蓮は枝埋めて咲く

紅色の木瓜鮮らけく群れ咲きて並びて椿の大輪の紅

医院への道ゆるゆると歩み来て春の息吹を全身に浴ぶ

ほろ苦き味に心も解けゆくか春一ばんの幸せとせむ

新宿の土手に摘みたる蕗の薹ふる里の味と娘と二人

窓開けて大き声して豆撒きし年々の慣ひ遥かとなりぬ

送迎の神田川沿ひさし交はす桜の蕾未だ未だ固し

重ねたる齢しみじみ思ひつつ近きみ寺の除夜の鐘聞く

道へだてみ寺の生垣上に立つ幾十の提灯暮より点る

生垣を埋めて咲きたる紅白の山茶花目に追ふ送迎の道

送迎の道の花梨の青き実が黄に色づきて過ぎ行き楽しむ

縄跳びの練習する児に先生の指導が続く根気が続く

送迎の道
山﨑英子（東京都）
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よし だ あや こ

ふる里も自給自足の時代ありておつけの味噌も母の手作り

繰り返し繰り返し読む友の文は心の糧なり心底うれし

びっしりと葉書いちめん細やかな文字のかがやく友の便りは

白寿なる歌の友より気弱なる我の戴く励ましの文

雲間より射し来る陽光凄まじく山あじさいの花は俯く

屈まりて拾いし梅の実四十キロを洗い漬け込む一人の作業

明けの雨に落ちて転がる梅の実の量のすごさに戸惑いて立つ

この際とばかりに喋る長電話老いたる姉と老いゆく我と

コロナ禍と免許返納の重なりが疎遠の因と電話で詫びる

手際よく芝生に屈まり草を引く姑の姿顕ちくる庭に

惜しみなく庭の芍薬手折り来て仏前に供う姑の命日

神童と呼ばれ賢き純ちゃんに心甘えて我れ育ちたり

我が生家に疎開して来て純ちゃんと姉妹のように遊び暮らしき

何ごとも神のみちびきと牧師ゆえ純ちゃんは施設に感謝して生く

急激に気温上がれば庭の樹木色さまざまに樹形を広ぐ

咲き充ちる河津桜の木のめぐりイヌノフグリの青き花ひろぐ

穏やかな四月の陽気に満開の河津桜は天空を塞ぐ

春立てど寒風荒む庭に出て濯ぎ物干す指先腫れる

夜十時塾より戻る孫娘ゆっくりしたいと風呂に駆け込む

朝な朝な時間に追われ家を出る子や孫の背を見送る我は

僅か降る通り雨にも庭石に干からぶ苔は青さをもどす

我が植えし幼木の楓さるすべりが育ち神社の木となりて立つ

落葉ふみ山坂くれば森の中に吉田神社の社殿見えくる

四足門を覆う紅葉のグラデーション気分清しくコロナ禍忘る

散りてなお皇帝ダリアの花弁は色褪せず庭の趣き変える

大き花を宙に揺らせる皇帝ダリア訪いくる人らスマホに写す

紫の色淡く咲く大輪の皇帝ダリアをただに見上げる

稀にみる皇帝ダリアは花盛り降霜おそくつぎつぎ咲きて

踏みつぶす大豆を均し他愛なきことに騒ぎきわが三姉妹は

たらい桶に炊き立て大豆を踏み潰すわれら姉妹が白足袋履きて

皇帝ダリア
吉田綾子☆ （茨城県）
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いいづかすみ こ

吟詠で総伝を得たお祝の五三カステラ極上の美味

小一と五歳の曾孫書を学ぶ二人を乗せて母の自転車

障子あけ思はず声出す彼岸花明るく彩る庭の朝明け

小一と五歳の曽孫と書の稽古その往復をいかにと案ずる

今朝は五時目覚めて障子開けたれば庭木々静か街灯点る

久々に夜の銀座を歩きけり新型コロナで人数減りぬ

日蓮の劇を歌舞伎で見る夕べ寺の誘ひで一夜見物

育ちたる鯉らを友に見せんとて寺の池にて餌やり眺む

坂東の三津五郎師の教へ受け名取となれし写真飾れり

ワクチンの初めての接種明日となるテレビ画面を何度も見つむ

靖国は舞楽殿での奉納吟緑の森に響く嬉しさ

靖国の奉納中止の便り受け今年もコロナ禍友らと悲しむ

自らが選びし遺影にこやかで見つめる我らひたに微笑む

藤色の木棺の中花いつぱい飾ればなんと母似の面影

この春は不調と聞いて姉妹四人見舞ひて姉としばし談話す

我が歩み不調なれどもステッキ持ち元気出だして予程こなさむ

左脇肋骨に傷ありと言ふ師の施術に任せて安らぐ

左脇打ちたる痛さよタクシーを呼んでもらひて帰宅に向かふ

冬雷の仲間と新号持ち寄りて休み時間に話せる楽しみ

椅子に座し足の上げ下げ疲れるまで両手挙げ下げ万歳十回

歩行器で歩行練習日に五回治療の師より課題は続く

いちだんと冴えた重箱開けて見る肉厚の鰻笑顔の三人

池之端「伊豆榮」の七階不忍の池の遠望眺めつつ待つ

腰痛で傘寿過ぎたる弟の入院見舞切り抜きと美人画

新薬を飲んで治療の日々なれど両膝苦痛階段もまた

退職後三十年の篆刻の学習を断つ決断の秋

左腕左手不調の今の我皮膚科医に行き爪切り委ねる

墓前にて結婚を知らす孫愛し師の愛吟の「寒梅」合吟す

九段に昇格の子の祝吟と母の詩吟で祝宴開始

父親の退職祝賀自宅にて一族集ひ賑はふ昼食

生きゆく歩み
飯塚澄子（東京都）
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いと が ひろ こ

楽しげに風に首ふるエノコロ草一株残し庭の草引く

点滴のみと娘の萎縮の進行を知りつつりんごを磨り下ろしおり

一度だけ海見に自宅へ連れ帰ると約束せしが果たせず過ぎぬ

枕辺のスマホを取りて音を聞く面会時以外鳴るはずも無し

娘の萎縮進みて点滴のみとなり飢えぬようにと先祖に頼む

年月日書きて今年も減塩の梅干作る病む子の為に

母の里いまは白羽一丁目山栗拾いしあの山消えて

しらはね

難病の長女送り来る盆供え萎縮の進みに父を恋うるか

半夏生雨に房花を振りてをり次のこの季も娘よ生きて

あっそうだ娘のビデオ面会に紫陽花の毬をバックにしよう

紫陽花の表紙絵届く「冬雷」誌おなじ色毬わが庭にあり

あじさいのそばへ車椅子押す介護師われも押したや娘を乗せて

ああ別れ迫りたる日は何としてもコロナ禍であれ連れ帰らねば

萎縮のすすみ言葉の少ない娘から「連れて帰って」と切ない願い

吾がスマホに映る娘の大きな眼何年振りかの様に泣き合う

縋る思いの娘の顔が映りたり角度を固定されたるベッドに

オンライン初の面会病院の控室にてスマホに齧り付く

ワイファイの無い病室とのオンライン高額支払い覚悟の上で

病み細りゆく娘からわがスマホへ動画送られ来逢えぬコロナ禍

引火時に脱げる前開きの服に寝る福島沖の余震の夜も

戦時なる母に学びし着所寝足裏まもる足袋の着用

き どころね

農業の確定申告負担なれど戦時の父母を偲ぶよすがに

事務所より和服姿のライン来る「八時に着いた、着付けに感謝」と

はや四日背丈伸びいる二女の和服着付ける我は背伸びしながら

豊作の甘夏重たく色づきて今宵の月は小枝あらわに

たどたどし萎縮の手で書く葉書には「写真を送る」と母を気遣う

難病とたたかう娘と面会ならず眠れぬ今年の夜長ことさら

二女は言う私の居る時木を切ってと親の安全気遣う齢に

建物の間に自生の杉の木伸び暮れに切らねば今日か明日かと

眼も弱り冬雷誌面読めぬ娘へ元気出る歌マジック書きす

エノコロ草
糸賀浩子☆ （茨城県）
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いな だ まさやす

暮れかかる彼方に富士を包みたるオレンジ色のつづく時の間

女性への教育認むとタリバンはいくらか反省なせる模様に

さつきから何か話してゐるらしき烏四羽の声はやくなる

手話つかふ二人がをりて会話するリハビリ室のあちらとこちら

公園にボール蹴りゐる親子あり子供の方がまつすぐ届く

野球場ややに広がり子が父に花あびせにし桜伐られつ

競技用車椅子とふに機能差のありやなしやも秒内の着

軽業くらべといふべき競技ふえつづけオリンピックのつまらなくなる

得点をいふ競技ふえ「より速く高く遠く」のはるかとなりぬ

零秒一記録ちぢめむ条件は能力努力そして環境

中学の窓に音階そろへゐるトランペットはＢ管の音

ベー

椿しろく枝一杯に咲く下に古き祠のある分かれ道

舗装路の切れ目に並びたる草のいづれも小き花を持ちたり

神田川のよどみに寄れる鯉いくつ昨日をりたる緋鯉のをらず

クローバーの群落すべて花もたげ公園しろき平らとなりぬ

帰るのいや置いてかれるのもつといや坐り込む子と父親とあり

原発処理水領海線に添ひて撒け「風評被害」国に散らして

朝日真横から街を照らし果ての山なみに載りて富士のま白

夕べには影あざらけき富士けふはなぜか大きく茜を限る

分かれたる幹の伐られてこの春の桜は窓の半ばとなりぬ

しだれ咲く桜の下に小高きは幼やうやうのぼりしところ

雨雲の閉ざせる伊吹はやく過ぎ雨の影なき尾張のひろ野

佐和山はこんな所にあるのかと湖北の地形思ひて過ぎつ

見なければならぬ弟お兄ちやんは弟のぼる間に滑る

急坂をのぼり駈け来るをさなごを抱きとめ笑ふ父は幾たびも

妻弾きしサティー呼出音となりジュ・トゥ・ヴひねもす病棟に鳴る

原発は原爆を小出しに使ふもの初めから解つてゐるではないか

久びさに訪ねたる妹の家の歯磨チューブわが家と同じ

薬師丸ひろ子母親役となり浅丘ルリ子老け役となる

子らの声ひびかふ時は年かさの聞こえぬ時は幼きあそぶ

花、富士、ひと
稲田正康（東京都）
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いのうえすが こ

いつかどこかの山の奥にて猛獣と仲良くなれたら人間辞める

淡き期待もちて夕べは丁寧に髪巻きたるが今日誰も来ず

盂蘭盆に母帰りくる厨無しシステムキッチンぴかぴかにして

呟きは漏れゆく仕組み呑み込みて耐へよと朝の蟬が鳴く

湯気も煙も立たぬ真昼の菓子工場裏手に白き木槿が盛る

どちらの家のものともつかず境界においらん草の桃色の花

葱とまと植ゑたる隅に百日草咲かせて昭和の男の畑

ネックレスの真珠をつなぐ糸が切れ劣化は歴史の風化に等し

不定形なる生木耳を定形に切り分くるときわれは難儀す

右左長さ異る眉を描きいざ出掛けなむ火中の栗が

花の散る前に聞きたき一つありあの日あれでよかつたのですか

胸のつかへの晴れぬ日オレンジ夏みかん欲しいと体の奥でささやく

病院の芝生の庭にいつよりか根付きて春はすみれ花咲く

梅の香を運ぶ風あり土壁の蔵温かく誰にも会はず

慰めのつもりの一言余計にて悔いつつ帰路の梅三分咲き

マーボー茄子揚げ茄子漬け茄子茄子の無き季節に食べたくなる茄子料理

大犬のふぐりは一番走者だと褒めつつ枯生の土手歩み来ぬ

ずぶ濡れになりつつ春の雨の中捨てに行くなり像なきもの

少しづつ白湯に薄めて忘れたし引つ掻き傷のやうなる痛み

ここに生れここに滅びてゆく花を支へて鉢のこの土乾く

簡潔な冬の柿の木枝々の先まで寒の緊張をして

いつか誰も居なくなる家とこしへにあるがごときの柔き冬の日

歳なりと思ふ一つに追ふ人も追ひくる人ももう見当らぬ

白花豆とろとろ煮つつ白餡の好きなりし母遠く思へり

夜鍋して繕ひせし日も幻にもつともらしきジーンズの穴

和箪笥の飾りの房の朱も錆びて嫁入りの日も遥かとなりぬ

待つ人も待つ便りも無し晩秋の陽にひつそりとポストは温む

絹のやうな真綿のやうな応対ではありませんでしたよ装具屋さんは

天空を一人占めして十三夜遮るものの無きも危ふし

わが望み相手が望まざることもあからさまにて鶏頭の赤

朝の蟬
井上菅子（山形県）
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おうて き の り こ

二年振り路と境内掃除する四十立袋に落葉を詰める

帰り来て自宅窓から見上げれば天高く見ゆ中秋の名月

女子マラソン道下選手伴走者とリズムを合わせ笑顔でゴール

車椅子ラグビー男女混合で車椅子ごとぶつかり合いぬ

男子バスケットボール車椅子を巧みに使い銀メダル得る

車椅子テニスの選手長時間過酷な試合に耐えメダル得る

十四歳の山田選手女子競泳銀メダルに目頭熱くす

観戦すパラリンピック二十二の競技種目に吃驚したりて

開会式入場の大勢の選手団あとで知りたり一万一千人と

メダル最多五十八個の成績で東京オリンピック閉幕となる

レスリング川井姉妹と他三人の選手で獲得五個の金メダル

卓球の混合ダブルス制したる水谷伊藤選手の金メダル

競泳の大橋選手二百メートル個人メドレーで二つ目の「金」

柔道は出場すれば男女共次々とメダル獲得したり

上野投手三十九歳にて活躍すソフトボールは金メダル得る

二年前孫娘から言われたり「オリンピックの日まで元気でね」

親友に会い手の平でタッチでなく肘と肘とで打ち付け合いぬ

わが兄は八十九歳いつ死ぬか分らぬとわれに小遣いを呉る

京に居る孫娘から可憐なる花籠届く母の日嬉し

三階の窓から花見す日暮れには満開の花白じろ浮かぶ

隣庭境内の桜が満開になりて人々見上げつつ通る

明治通り民家の角に今年も見る連翹の花満開にして

膝痛め杖持ちバスで久し振りに錦糸町へ行き買物たのしむ

天高く伸びる公孫樹のはだか木に小鳥達来て囀り賑う

久々に会う友達等挨拶の「お元気ですか」に「何とか」と返す

籠うちの堅きスポンジに水含む穴をあけ花の茎差し入れぬ

生日に子から贈られし花籠の薔薇咲きつづくこのひと月を

冬雷の表紙の紫陽花嶋田画伯の絵を手本にし描く決心す

年明けて二本の公孫樹は枝々に小さきとげ状の冬芽つけおり

月二回路一面の黄の落葉夕方に掃除し良い汗をかく

樗 木紀子☆（東京都）
コロナ禍の中無事パラリンピック終る
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くらなみ

くるくるとリンゴの皮むくお嫁さんブルーのマニキュア美しき指

叔父逝けり月を愛でし人なりて偲びつつみるけふは望月

百合の花ま白に今年も咲き継ぎて好みし叔母逝き三年のたつ

鳥になり風のやうに宙を舞ふスケボー選手のはじける笑顔

知りましたこの種目の奥深さ凛とした騎士よフェンシングの選手

上野さん歓喜の時を有りがたう二回目の金なりソフトボールは

路線バスの車内いつぱい高校生はじける様な夏服の白

サクランボの切手はらるる文届く便箋九枚友からの文

枇杷の実をお腹一杯食べたいと末の子言ひしはるか遠き日

河原辺でトランペット吹く人の居てマイルス・デイビスか私の好きな

亡き友の愛した花よ夕化粧たたずみて見る呼ばれた気のして

白と黄の木香バラ咲く散歩道甘いかをり風にのりくる

雪柳こぼれんばかりに咲き満ちてこの清しさを彼岸の供花に

ああさくら枝だれに八重に一重に咲く私の桜に逢ひに行きます

四姉妹はなれて見上ぐる古木の桜今年の花は白白咲けり

姉妹で母の在りし日語る時末妹は哭けり顔も知らぬと

けふからは日脚の延びるうれしさに孫の家まで自転車をこぐ

時かけてひひなを飾る孫の家日溜りのやうな幸福ありて

叔父からの賜りし物の肥後守えん筆けづれば漂ふ良き香

ふきのたう五ツ六ツ摘み供へます三月四日は祖母の祥月

恵方巻きケース一杯並べられお印程度に目刺しの並ぶ

いつやらに耳遠くなりたる叔父と叔母ゆつくり話す手振り交へて

おほ母の墓石の片方に寒水仙ひそと咲き初め清しき香のたつ

令和の御代は恙なくあれと願ひつつ堤にたちて初日をろがむ

七日七草十五日は小豆粥をしへくれし祖母偲びつつ食む

しき居とは跨ぐものぞ踏む事なかれ祖父の口ぐせ今も忘れじ

「信州は雪のにひ年になりました」くり返し読む友からの文

八つ手の花こぼれこぼれて淡雪のやうに根方にうつすら積る

「一年間大変お世話になりました」小さき声で夫に伝へる

まご娘伸びやかに育ち中学生一米七十の背丈となりて

蛍ぐさ
倉浪ゆみ（埼玉県）
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さいとう

脳の検査受けよ受けよと言う息子妹達も口を揃える

はらはらと散る落葉松は黄に光り高峰高原秋盛りなり
山頂に両手を挙げて笑む我の写真一葉息子に送る
あ

に

大好きな富士の写真が届きたり迫力のある大き富士山

（クリーンハイク）

パーテーション家族なる故いらないと言う人あればすぐに外しぬ

山道の花を眺める事もなくすたすた登る小学生は

白根山に行きたいと言う孫の為張り切る我れのザックの重さ

昼も夜も炎に包まれし松の木の涙の如く松脂の跡

東屋は焼き尽くされて影も無し慰霊碑ひとつ黒く立ちおり

夭折の子に会えるとぞ賽の河原八潮つつじが咲き満ちており

一歩一歩体重移動繰返し六つの峰を歩き来たりぬ

一つずつ覚えれば良し山も又一歩の歩みに山頂征す

一つずつ覚え行かまし看護の道ナイチンゲールの心忘れず

看護師の国家試験に受かったと白衣の孫の写メール届く

「年重ね何時か誰もが認知症」講話を聞きて気が楽になる

二男よりオキシメーター届きたり持病有る父を気遣いくれて

春が来て桜は綺麗に咲いたけど私は膝の違和感に耐う

茨城の宝 篋 山の辛夷の森真青な空に満開の白

ほうきようさん

上州の稲 含 山の頂に我れ登り来て富士の山見る

いなふくみやま

誉め日記自分を誉めて日に一つ書きて眠るが良いと聞きたり

肩痛い膝が痛いと言い合いて通院の話墓に及べり

頂に這いいる様のみね桜豪雪と風に耐えいる命

手の平を七草粥の茶碗にて温めつつ食みし幼日想う

我が町の唐沢山より見る日の出眼に焼きつけて新年に向かう

義兄逝きし喪中はがきを書きており気遣いくれし義兄思いつつ

（関口正道氏）

奇異な眼を向ける人あり有り難うと言う人のあり塵拾いいて

実を付けぬ柿の木の枝ばっさりと切り詰めるなり実生二十年

半世紀前の写真が届きたり長き三つ編みミニスカートの我

運動会修学旅行も中止なる受験最中の中三の孫

認知症はまだ大丈夫と思う我傍から見れば危ないのかも

一歩一歩
斉藤トミ子☆（栃木県）
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しよう だ

白菜と大根の種を蒔きたれば防虫ネットを透かさず掛ける

柿の種畑に埋めて木を育て今年初花に四個の実り

実生から柿の木育て低い木に花の咲き出す嬉しくなりぬ

茹だりたる太く短いうどん食む俺が作ったと胸張る五歳児

踏みつけたうどん玉伸ばす母を真似てすりこ木使うわが五歳児は

うどん玉を五歳児踏みぬポケモンの歌うたいつつ楽しげに強く

小麦粉をこねて作れるうどん玉に幼は喜び踏み出だすなり

早朝にキュウリの収穫トゲ刺さる一口食めば甘味広がる

インゲンを定植せんと穴を掘り培養土入れ耕さず植える

エンドウの茎葉を引けば雨蛙目を開け喉をひくひくとせり

エンドウの葉のかげにいる雨蛙ねむりておりぬ支柱高くに

花桃のうす紅の花咲けばわが癒されて庭も明るむ

三本の花桃咲くを待ちおれど幹は黒黒静まりており

鍬とめて腰を伸ばせば芥子菜の種の膨らみ早弾けおり

この三朝おさなと上げる鯉のぼり内線電話で呼び出されおり

鯉のぼり竿を立ている傍らを幼は跳ねて駆け回りおり

鯉のぼり上げてと幼言い出せば去年の断念コロナ禍思う

コロナ禍にちちの年回供養なす親族呼べず家族のみにて

寄せ植えはネギ白菜とルッコラをすみれも入れて鉢盛り上がる

いのちある海棠の木の嬉しさよ枯れ枝目立つも花の吹き出す

鏡餅を水に浸して割れ出せばフライパンにて焼くのが美味し

一升の鏡餅割れず水に浸し割れるを待ちぬ祖母を真似たり

漬かりたる黄色の大根旨いねと家族に言われ嬉しくなれり

大根は小振りなれども漬物に梔子の実を色付けとせり

赤蕪を甘酢に漬けて一夜置く取り出し見れば鮮やか紅色

盆来られず正月もまた感染症禍に息子の帰省叶わずにおり

育苗のホウレンソウ丁寧に五センチ置きに定植をする

ホウレンソウ育苗出来ると知りたれば栽培準備いそいそとせり

赤蕪は二センチ間隔筋蒔きと指先捻り一心に蒔く

虫食いを減らす手立ての薄め酢を如雨露で掛ける白菜大根に

梔子の実
正 田フミヱ☆（栃木県）
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すず き

交差点で高きビル仰ぎ気づきたり秋の青空都心にもあり

今年もまた虚しかるべし銀杏は人に踏まれて雨に濡れをり

秋の陽に大きく張られた蜘蛛の巣を小枝にからめて壊して進む

残暑から一気に空気の変はりたり昨夜の雨に土の色濃し

枝先の空蝉につかまり羽化したか二つ重なる蝉の抜け殻

ポンカンの苗木に付きて幼虫は園芸売場で育ちゐる

夕暮の激しく響く蝉の声に時を惜しめと急かされる気する

暗きなかベンチでうつむく人の顔スマホの光に青白く浮く

青空は久し振りなり街路樹の連なる影踏み自転車をこぐ

その先の何かを求めゆらゆらと虚空に伸びゆく藤棚の蔓

河川敷に誰かが植ゑたるタチアフヒ梅雨入り前の強き陽を受く

川に向かひ瞑想姿勢で座す人の後ろを通る邪魔せぬやうに

年を経て隙間の目立つ生垣を補ふ苗木はまだ頼りなし

巫女がちぎり神に供へた青梅に雨粒残るをニュースにて見る

雨上がりの胡瓜の若芽は重たげに双葉の上にしづく載せをり

雑木林ありし所は日が差して枝葉切られた幹のみが立つ

イベントに恐竜現れはしやぐ子らにまばたきをする恐竜の目

ぼつてりと花びらふくらむ八重桜両手に包めば湿り気のあり

大枝で鮨屋の前に生けられた桜はそこで満開となる

檸檬の実も楽しみなれど白き花早く見たしと苗木を植ゑる

試供品のドイツ製なる入浴剤こんなものでも楽しみの増す

川べりで釣りする人も見る人も春めく陽気にじつと動かず

閉まりかけたドアに向かひて駆ける人するり乗り込み電車の動く

枯れ草のなかに見つけた福寿草けさの気持ちは一気に春なり

うつすらと芝生に霜置く公園の蛇口に光る水滴の落つ

元旦の青空仰ぎ散歩するいつもと違ふ道を選びて

窓拭きをやうやく終へて息つけば師走の雲がゆつたりとあり

陽を受けて黄に輝ける銀杏の葉ためらひもなく散り落ちてゆく

落ち柿を思はず踏みて靴底に朽ちゆく果肉の柔さ伝はる

夏の日の濃き赤失せて乾きたるカンナはいまだ空向かひ立つ

交差点
鈴木やよい（東京都）
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あきら

ふた ら

あらたふと芭蕉の詠みき日光の山や社も雪に埋まるや

家族葬なれど故人の祭り好き三本締めに睦の出棺

家族葬の案内あるも訪へば半纏姿に睦の集ふ

むつみ

願はくば墓を建てるな納むるな骨を砕きて海に撒き呉れよ

個々の墓引き継ぐ者の在れば善止むなく友は墓仕舞ひ言ふ

誘導の仕事は無くもオリ・パラの意義伝ふべしとグッズの配布

何ゆゑにゴーグル足に押さへたるか腕無きを見る水から上がれば

水中にゴーグル足に押さへゐたる山田美幸は背泳ぎの銀

喫煙場いつもたむろの外国人如雨露の水遣り子供に教ふ

夏休みに持ち帰りたる朝顔か学年名前ひらがな書きの

土手道はしろつめ草の赤と白しだれ柳の青葉のやさし

ベランダの植木の移動を指示さるる駐車場脇に名札を付けて

職人のガシャリガシャリと歩きゐる八階ベランダの外の足場に

窓横に鴨やカモメは飛びゆけりコサギは少し下を飛びゆく

東京に住まひてほぼ四十年身近に蛇を見るは初めて

堀川の脇の歩道に青大将道ふさぐがに寝そべり居りぬ

橋の下を住まひにする人たまにゐてアヲサギ一羽脇に付き添ふ

尺を超す鯔の飛び跳ね落下音なぎの川面に波紋の残る

川沿ひの土手に群れ咲く花々を巡りてゆけば魚の跳ね音

鮭茶漬け数十年の定番を変へてみようかこの腹のため

なるほどにＬのベストのボタン掛け突き出る腹にやうやく止まる

飽食と酒を控へて運動を適度に取れと宣告さるる

検診に体重増を指摘さる抗弁するも数値明らか

肝臓値酒好きなれば高表示自粛のせゐとコロナに転嫁す

年賀状メールに受くる富士の山雪を被りてめでたさのます

終点は石蛙坐す芭蕉記念館俳句誌の中「冬雷」交る

日の落ちてライトアップに浮かび来る芭蕉の顔に髭の幾筋

芭蕉像日なかは浅草ながめ居て五時にはそぞろ日本橋向く

寒さます堀川に見る鴨数羽戻りてきたか季の来たれば

二荒山夏に登頂の計画はコロナ自粛に弾きとばさる

川沿ひ
高田

光（東京都）

たか だ
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たかはしよう こ

明日行くとメールをすればけんちんでランチしようと姪より返信

「一年を共に」と靴のプレゼント抱きて帰るこの暖かさ

連れられて回転すしに並ぶ五人注文パネルは孫にゆだねて

コロナ禍に人形教室休講続きついに閉鎖の葉書が届く

「元気だぞい」福島訛りが受話器を漏れて八十過ぎた義兄と夫

敗戦後の瓦礫に芽生えし柿の木を生涯大事にしたりき父は

早朝の畑に聞こえる蜩の波打つごとく強弱のあり

滑らかに鍵盤滑る由奈の指十四年目の努力奏でる

義母の好みしすいとんを供え香焚く命日に今年も雨降る

義母の居た暮らしは遠くなりたれど好物見れば浮かぶその都度

配給の芋思いつつ吾の手で植えて育てて食する感慨

皮を裂き粉ふく芋をたべながら代用食なる時代懐かし

腰痛で身動きかなわず夫を頼りぬ盛りの野菜の収穫などを

ビニル傘がクラゲのように浮かび行くをぼうと見て居る久しき雨に

とまと茄子光集めて育ちゆく小さな畑は私の希望

玉ねぎの太らぬままに収穫期晴れ間の畑に光りて並ぶ

釈然とせぬまま六月に引き続く歯切れ悪きまん延防止法

母在らば米寿の兄に驚くよ笑いに始まる内輪の法事

畝を作り馬鈴薯を置く手順にも慣れてぬくもる土に安らぐ

凄まじい自然の力の圧倒感三キロの白菜二ついただく

キラキラと光り伴う縄跳びを子らは競いぬ春の広場に

高校の入試を終えたる由奈が来る常より弾む声にて来たり

面付けてポップコーンを撒く孫は三頭身の体伸ばして

日々籠る庭に目白のつがい来て心は遊ぶ日差し穏やか

大の字に日を浴ぶ「犬と夫と吾」コロナに籠る年明けにして

それぞれにおせちを持ちて帰りゆく一の重を吾らに残して

手作りのおせち分けるも密を避け久々に会う息と娘の二人

集まればコロナの話に終始する先の見えない苛立ち誰も

父と娘がウナギをたべる店探す携帯を手に見知らぬ街を

渋滞の東北道に那須山が色斑にて優雅にそびゆ

弾む声
高橋燿子☆（埼玉県）
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た なかゆう こ

フリージアの球根今日は並べ有りあったと独り言に近寄る

寂しいは言わぬつもりが不意に出づ夕餉の食器を洗いつつまた

北へ向く出窓の造り在る部屋がいちばん落ち着く家族の残り香

気付かずに歩みておれば走る子は足踏みしつつサングラス外す

休日の早朝ジョギング欠かさざる子と土手道の散歩に出会う

幾許のリスクあるらし二回目の接種日次男が車に迎え来

陰性と認められるも二週間の自宅待機は余儀無しと長男

二歳児のコロナ禍障り保育士の嫁の隔離を月経ちて知る

咲き終えたるフリージアの葉の枯るるを待ち秋に備えて球根を掘る

わたしには過ぎたる子達と思いつつその嫁達に感謝をしてる

寝入るときひとり話に声が出てつまりはあなたに語りかけてる

遺されて戸惑う日々に少しずつ難事が難事で無くなるちから

コスモスの種を花壇へ蒔く朝の空澄み渡り四年目の忌日

日を追いて香り高きにフリージアの紅と黄さらに紫が咲く

昨秋に初めて蒔きたるフリージアの黄の花ひとつ今朝咲き初める

結局は泊まらず帰る子の車を角まがる迄見送る日暮

泊まるとの明言は無き週末を控えて客用布団を陽に干す

伸びやかに成長したる少年の制服変わらず高一へ進級

コロナ禍の収束は何時と案じつつ今日も暮れたり姉に逢いたい

コロナ禍にだあれも来ない日日なれど冬雷ありて励まし呉るる

帰宅してそれと無く見るわが姿を年相応と鏡のこたえ

姉宛の手紙へ甥の名もしるし読んであげてと小文字に書き添う

冬の日の遍く差せるわが庭のフリージア育つ日日楽しかり

胸を突くあの虚しきは薄れ来てあなたの逝きたる歳に近づく

路線バスを頼りて戻る通院日の受け箱温みて『醜の夏草』

隣接の寺の太鼓音澄み渡り朝戸繰る手の少しかじかむ

溌剌とわが中三の声が届く修学旅行の余韻にはずみて

手洗いも嗽もおよそ大まかと不安に嫁は己が子を愚痴る

山陽への修学旅行は敢行とコロナ不安を抱えつつ嫁

空澄みて花壇を刳り丁寧にフリージアを植え汗ばみて足る

花壇
田中祐子☆（埼玉県）
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こ

トロ箱に銀と輝く初さんま濁声張り上げ叔父競り落す

け

沖浜に荒ぶる波は白兎跳ねるが如し台風迫るか

帰省子に語るタイミング計りをりこの家のこと墓のことなど

無人駅降りて太平洋の夏の風満身に受くここが故郷

夫植ゑし凌霄花やつと咲きその花の蜜蝶頻り吸ふ

一本道の上に湧き立つ夏雲に飛び込む如く少年駆け出す

先客の蠅と終着駅に着く視野に入れつつ先立ち下車す

風孕みゆつたり泳ぐ鯉幟己の影を早苗田に曳きつつ

宿題は兄貴にまかせ弟の吹くシャボン玉夕陽の中とぶ

見上げるが習ひとなりぬ山門に父の揮毫せし額掲げありて

泥の付く筍ごろんと土間にあり野良に小昼を届ける留守に

早苗田が映す鯉幟の一匹は拗ねて捻ぢれて畔越え泳ぐ

茶碗酒注がれて友の荼毘を待つ桜の花びら舞ひ散るベンチで

六人の園児のせたる手押し車桜吹雪にまみれてゐたり

「軟膏オロナイン」持ちて微笑む浪花千栄子ポスター苫家に煤けて傾く

枯枝に刺したる林檎にちゆるちゆるとア・カペラに唱ふ朝の小鳥は

蛇が棲み弟溺れし井戸を埋め実家は仕舞ひて更地になりぬ

伯父乗れる霊柩車待たせ「復興」と書かれたる石灰車十七輌つづく

詰市に着ぶくれ木臼を売る男南部訛りの語尾の懐かし

浴槽にブリキの金魚浮かべおき新生児の蒙古斑をこりこり洗ふ

着ぶくれて星空見あぐ我もまた万象の中の一点の星

木の目たつ父の手造り碁笥の中婚約指輪今に入れ置く

ご

最終駅近づき見上げる網棚に置きざりにされた白きハンチング

顔半分マスクで被ふ者同士炬燵列車に膝を寄せ合ふ

岸壁に釣り糸垂れる人のゐて小春の日差し竿先静か

空き家かと思ひゐたるに干大根梁に並びて秋の陽を吸ふ

北窓も開けて換気す図書館の遥か山並み鳥わたりゆく

払ひたる蜘蛛は急ぎて糸を吐く私は一首に心を託す

漬物に余りたる糠を袋に入れ板の間を拭く祖母思ひつつ

「ぢやあな」と肘タッチして別れゆく生徒は肩の柔道着ゆすりて

日々是好日Ⅵ
田端五百子（岩手県）

お
た ばた い
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なが お ひろ こ

初めてのグランドゴルフはブービー賞何はともあれ楽しき一日

雨上がり 碑 囲める彼岸花の蕾平らかに揃いて出づる

いしぶみ

群ら雀近寄らぬらし公園の散り敷く銀杏踏まぬよう歩く

大公孫樹たわわなる実の熟す時楽しみおおき秋は深まる

昼下がり確かめるごとく木々の間をとぎれとぎれに黃揚羽の飛ぶ

存分に鳴きたきものを何ゆえかジジと一声蟬見えずなり

葉陰より小鳥飛び立ち静まりぬジジと鳴きたるは蟬なるべし

雨上がる窓のガラスに張り付けるヤモリの腹を恐ごわと見る

走行のバスに伏せたる盲導犬主人守るがに身動ぎもせず

バスを待つレインコートのレトリバー物静かなる佇まいして

二回目のワクチン接種終りたり僅かなだるさに安堵しており

ようやくにキャンセル有りてワクチンの接種日決まりどっと疲れる

ワクチンの接種の予約出来ぬまま夕暮れて聞く遠雷の音

オオカン桜の実は赤から黒に変り木下に数多落としいる朝

この園に染井吉野、八重桜、御衣黄と天野川なる白花も咲く

花から葉へと移りゆく桜の木の下にタチツボスミレそこここに咲く

隅田川春の光に紛れつつたゆたいている水鳥数多

飼い主に促さるるも動物病院のドアを入れぬ犬の窺うような眼

一年振りのコンサート「ショパンのピアノ協奏曲」胸にしむるひと時

二月尽乏しき色の小園に香り放ちて白梅の咲く

鳥かげの横切りて行く中空に紅差し染めて今日の明けゆく

明けやらぬ空の下の冷たき風に指先痛むラジオ体操

如月の桜の息吹か枝々をふんわり包むやわらかきもの

背を伸ばし己に挑戦出来るだけ歩幅を広げゼブラゾーン渡る

足裏の草の優しさ感じつつ気を引きしめて打ち出す一打

自粛生活に固くなりたる身と心解けゆくらむ空の広さに

八十路にて始めたばかりのグランドゴルフ荒川河川敷に今を楽しむ

木枯しの渡りゆく空広げたる桜の枝に蕾の数多

聞き返すことの多くて進まぬ会話間隔とってマスクを付けて

一人居の寄れば一気に胸の内語り思いの溢れ賑やか

背を伸ばし
長尾弘子☆ （東京都）
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に し た に じゆん こ

おいしいよと送り来たる大根は「おでん大根」まつこと旨し

秋雨の降りはじめれば肌寒く半てん羽織りほつとするなり

ああ痛いペン持つ右手に痛み走る「ＴＦＣＣ」損傷といふ

晴れわたる秋空のもと園児達ピンクとブルーの帽子が跳ねる

寄り道をしてはだめだと声を出し宇和の里へと送り出したり

火の扱ひ集合住宅は禁止なり年に一度規則を破る

仏壇に父母の好物たんまりと花らふそくに消臭線香

苧殻焚き宇和の里より東京へお疲れ様と水を供へる

紫陽花は散ることもなく枯れゆきて刈られ新芽の出づるとき待つ

新潟と愛媛の異なる野菜有り食せる我家は姉弟に感謝

盆近し飾り物忘れなきやうにメモした紙を財布の中に

二回目のコロナワクチン終りたり私のワクチンファイザー社なり

八時半ヨーイスタートと声掛けて娘は吾のワクチン予約す

どくだみは狭き空き地に這ふやうに白き小花に陣取りをする

草叢の彼方此方に咲いてゐる「なごみひなげし」にしばし佇む

人は皆色んな事を背負ひながらお遍路しよんなはると母話しけり

お接待も菓子やパンなどない時代粗目一匙に涙されしと

お番茶に蒸したる芋とたくわんを旨しと言ひて食べて下さる

縁側に一休みされる遍路さん手桶に水をすぐ用意する

菜の花を見れば古里思ひ出す錫杖の鈴の音おいでなさるか

九十に近くなりたる姉なるに背を曲げ柿剥く姉よありがたう

干柿は寒い方が出来の良く甘味の増して皺の程好く

姉の作りし干柿砂糖代りにとコーヒーに一つ夫は食す

店閉めた昔ながらの電機屋さん二台の自販機販売続け

冬雷の提出まぢかあと三首大坂なおみのプレイ気になる

風もなく日当りの良き散歩道箱車の中に居眠りの幼

深深と冷たき雨に打たれつつ侘助の花しろじろと咲く

男性のヘルメットの中弁当にお茶昼間のスーパーレジの混み合ふ

大根が豊作らしく次つぎとまづは風呂吹き下ろしもたつぷり

花柄の日除け帽子を被りたる畑這ふ姉の姿思はる

お遍路さん
西谷 純 子 （東京都）
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の む ら しよう い ち ろ う

朝刊がゴトリと入り一日の始まる音が配られてゆく

新機軸打ち出す冬雷新年鑑熱き心を感じつつ読む

恥づるなき老と思へど願はくば人目につかず暮らしたきもの

椅子を立つたびによろめき進む列ワクチン接種も一仕事にて

気持とは違ふ言葉が口を出る我が偏屈のおふくろ譲り

立ち漕ぎに坂上り来る若き等の自転車我に風をぶつけて

皆同じ造りの部屋を住処とし長く暮らせど付き合ひはなし

咲き初むる香を逃さずに嗅ぎたしとマスクを外す梔子の垣

波がしら寄せくるさまに連なりて雲脚はやき梅雨の朝空

退院の荷をめいめいに下げ持ちて付き添ふ者も杖を曳きつつ

我が脚と思へぬ脚を宥めつつ日課としたる階段歩く

「聞こえます」印のマークあれば欲し大きな声に感謝はすれど

骨折の妻を乗せんと三十年前買ひし自転車ゴミとして捨つ

打ち勝つといと簡単に言へるのか甘き相手に非ざるものを

満月のオレンジ色に上りくる夏まだ浅き江東の空

坐して待つ患者を隔つ×印ソファに椅子に太太とあり

力尽き崩るる雲は匍匐してまた立ち上がる時を窺ふ

十分にソーシャルディスタンス確保して襖越しなる妻とやりとり

老の身に伸びるものあり痛む腰しばし堪へて足の爪切る

笑ふ間も介護認定調査員チエックのペンの休まず動く

古びたる干し物いくつ翻る窓ひとつありビルの裏側

ぐんぐんと歩きゐし夢また見たり未練がましき脳の記憶は

突く杖と息の合ひきて陽光に芽吹ける樹々をふたたび仰ぐ

寝たきりを目前にして退院すこの足腰を如何に戻さむ

食ひ過ぎを恐れて残す患者食豆腐の味のよくしみてをり

セクシーになつてますよと看護師ははだけた我の寝間着を正す

高架路を翳らす雲に風の出て洩れ射す日ざし幾筋ひかる

駆けまはる園児の群に背を向けてひとりせつせと穴掘る子あり

飽きの来ぬ昔の味のビスケット二人の茶請け四枚で足る

日を重ね復習ふ太鼓の掛声も連打の音も力増しゆく

熱き心を
野村 昭 一郎（東京都）

故
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山を越え紅葉みに行く幾曲がり昨夜の雪を崖ぎはに置く

やらなかつたか自問をしつつ眠らむとする

新しき日に替はる夜半オリンピックの放映見てをり雷ひびく中に

聴力の衰へ感ずるこの日頃テレビの音量の数字気にかく

親の介護か車椅子を押す人と乗りゐる人の横顔の似る

高枝に実をつけるらし枇杷の実が熟れて朝ごと黄の玉落とす

梅花藻の花清流の中に揺れ浮かびては清らな白花咲かす

音楽の変はればアヒルは群れになり条件反射に行進の向き替ふ

ソファー深く背なをあづけてテレビ見るこの姿勢が背の痛み助長す

惣菜の空きプラスチック皿を逆さにしピンチを下げて風呂場にぎはす

渡る迄待ちくるる車に頭さげあと一メートルをゆつくり足引く

十二時を回り寝ねむと見る北の五連休明けの窓の輝き

一糸乱れぬ踊り終へたる若きらは曲が終れば肩が上下す

求めたる料理材料より出たるプラスチックの多なるゴミよ

その昔声の仕事をしてをればアナウンサーの声に惚れこむ

一日の終りに近きニュース読むアナウンサーの声は密の響きよ

時刻み動き出したる長針の音を聞きつつ電池替への日記す

大腿筋鍛へむと漕ぐペダル十分の数字の０に近づく

ゼロ

花の表惜しげなく曝し春分の温き陽のなか白椿咲く

起き伏しを紐に頼りてをりたるに今日はベッドにスッと起きらる

「檸檬」といふ字かけますかといふコマーシャル度々出ればいつしか覚ゆ

くやしくも口答へせず我慢せし吾の生活を想ひ返しぬ

生活に疲れてをるか吾をはさみ妹夫婦の暴言とびかふ

一盛で五つ位ある安リンゴ朝より厨匂はせて煮る

一日に為す仕事は一つと決めて今日は陽よけのスダレをかけたり

ピッタリの家具買ふ目安に手の平を伸ばせば十九センチの手ばかり

今日為さむ仕事やれなかつたか

針仕事一日こもりてしてゐれば吾の歩くところ糸くづつきくる

パンパンと親指に音させ絹糸の縒り強く縫ひすすむ母のせし如

よ

雨傘を杖替はりにつき歩みゆくすべらぬやうにゴムの覆ひつけて

戦場ヶ原の白樺林葉の落ちて幹白々と林立してゐる

ひととせの思ひ
野村灑子（千葉県）
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はま だ

絵の教室八ヶ月振りに始まりぬ持参する絵に筆を加える

デジタル化進み過ぎたる反動か昭和の生活見直されてる

未婚の息子と孫の居ぬ我に子や孫の話題控えているのか

爽やかな春とは言わず春は長閑秋は爽やかがピッタリきます

秋を待つ余裕とてなく感染者増えゆくままに夏が終わりぬ

日本人がバレエで世界のプリマに憧れの的森下洋子

バレエの少女漫画に夢中でも教室遠く習えなかった

帰宅して腕の日焼けに驚きぬ集中するってこういう事

スマホの充電切れて仕方なく集中して描く菖蒲を二時間

描きたき物一点から描くやり方で後先かまわず大きく描けと

念願の大きなルーペ買いましたまどろっこしいが仕方無きこと

母亡くし故郷に行くこと稀になり甲斐の短歌を嬉しく読みぬ

自粛中仕事に出られて対話でき救われている去年も今年も

春の雨休暇の如く安らぎてコロナの日々をひと時忘れる

駅までのマロニエ通りに白き花ふわっと開けば五月近づく

いつの日か上達したと先生に言われてみたいシャンソン教室

同感す中島みゆきを好きな人力強き声を応援歌という

好きな歌手数人いるが一人だけと言われれば中島みゆき

若きころ気付きもしない事ありて頭の重量首が疲れる

「おちょやん」の一平の台詞その通り鼻歌は辛い時に唄うもの

聞くのが恥ずかしかった「岸壁の母」をしみじみ聴く齢となり

歳とりて歌詞味わいて聴く唄に今まで気付かぬ素晴らしさ知る

懐かしのグループサウンズ今でなく昔の映像流して欲しい

年金と給料日避け来てみれば晦日もまた銀行混みたる

逞しくユーモアありて繊細な『フリーステッチ』繰り返し読む

最後に焚き火を見たのはいつだろう身近にありし煙の思い出

季節には匂いと音と味ありて子供の頃の四季懐かしむ

春と秋筍ご飯と栗ご飯季節に必ず食べたくなる物

惜しむ秋とは良い言葉暑くも寒くもない時期深呼吸する

と き

色薄き絵にメリハリが無く少し直すつもりが全面となる

浜田はるみ☆（埼玉県）
コロナは変異し二年目を迎える
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林

長兄の四十九日は良く晴れて北烏山の墓地も明るし
仏教講座聞きしとう兄を思いぬ

公園の金木犀が返り咲く東の窓より十月の風

十月二日三十度の夏戻り来て今年最後の紫蘇ジュース作る

少しずつ洗い進めて四面のカーテン清しく秋を迎える

公園より甘い香りが流れ来る金木犀が秋告げるなり

ひと月の空白あれば忘れたかサニー遠巻きに夫に吠える

ひと夏を長野の牧場に過したるシェパードのサニー大人びて帰る

用水の遊歩道にて草引けば百日紅の花びらが落つ

五輪終えコロナ増大救急のサイレン響く焦げそうな日々

台風はいかにとチャンネル廻らせどいずこも五輪コロナ禍の夏

犬の名は故陽子さんの名にちなみサニーとなれりと思いて呼びぬ

梅雨晴れにサニーを乗せて高尾まで嫁陽子さんの墓参りなり

強き毛を二重にまとうシェパードのサニー息荒し初めての夏

里帰りのサニーの動画草原を走る三匹見分けがつかず

前庭に網目のフェンス出来上がり鎖はずされサニーが走る

生後五ヶ月まだ子どもだとつい忘る手足大きく子牛のようなり

シェパードのサニー貰いて一ヶ月我が家の内外様変りする

山梨の牧場生まれ四ヶ月シェパードのサニー我が家に貰う

舘山城の天守閣より北条の波立つ海を今日は見下ろす

これだけは手離さずとて一人乗りカヤック積みて引越し終わる

海好きの夫の夢を叶えたる館山の借家たたむ日となる

背の丈は一尺なれど紫の花ひとつずつ茄子の一列

桜咲き手前のレンゲも咲き始むコロナ禍の春を心に刻む

雨止まずも西空晴れて東に大きな大きな虹が立ちたり

久々の大雨大地を洗いゆく続く雷鳴を耳澄ませ聴く

細く開く雨戸の向こう白々と雨に濡れ立つコブシの花見ゆ

八王子が遠くなるかと思う間なく次兄の入退院で実家に通う

信心深き兄の仏壇大きかりお焚き上げ頼み懇ろに経上ぐ

静謐なる大き本堂に経流る

鍋島藩の屋敷移築せる控えの間に広き寺庭の二方見渡す

サニー
美智子☆ （東京都）

ち
み
はやし
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ふるしま

日の温み残れるものをたたむ時ほのぼのとせりひとときなれど

籠居の長かりし夏すぎてゆき法師の蟬も聞こえずなりぬ

人の名と花の名わすれ残りゐる記憶の中の過ぎし人の名

月づきに絵手紙くるる若き友けふはあめんぼ三匹およぐ

窓おほふほど靑かりし木木の葉の少なくなりぬ空ひろがりて

降りてやみまた降り出だすかかる日は思ふ事さへ照りかげりせり

藤のさや風に揺れゐる下をゆく春はな房を仰ぎたる道

若き頃このみたる歌きこえきて涙もよほす程の起き臥し

水張田に雲の映りて風くれば早苗とともに動くその雲

いたどりの穂は絶えいまは野の菊の茎をのばして風よびてをり

日のぬくみ残るベンチのわがめぐり低く舞ふ蝶しばらくの友

山ぎはに溶けゆく様に沈みたるけふの夕日を瞼に残す

木のベンチのわれをめぐりて舞ふ蝶にいはば至福のとき恵まれつ

母の日に子より貰ひし猫型のクッション抱きて見てゐる相撲

桜さくら声にはならぬ歌うたふ頭の中にこころの中に

先づ咲くとさきがけしたる万作が散りはじめたり桜ののちに

足のつめ手の爪を切る小き音ひとりの部屋にひとり聞く音

寡婦年金といふを戴き生きてをり三食たべて暖かく寐て

撫でくるる者なきわれが猫の腹なでてやりをりもの言ひながら

風の来て寄せたる枯葉うごく音かすかなれどももの言ふごとし

吹く風は暖かく日を背より受くけふの歩みは春に近づく

僅かなる歩みに疲れ寄るベンチ朽ちたる木肌ぬくみを持てり

実の絶えて鳥こずなれる柿の木の梢の先に冬の空あり

店までの僅かな距離に照りかげりする道ありて人の世に似る

さざんくわの莟の枝を手折りきて部屋に開くを待つ季節くる

蝋纈の染め布に似る夕ぐれの雲を見て立つ風に吹かれて

人と会はぬひと日の暮れに山鳩がよびかけてくる含み声にて

夜の庭に立つことなくてこの年のこほろぎ聞かず鈴蟲もまた

実のなる木もみぢする木のそれぞれを足とめて見る明日なきごとく

後の月くもにかくれて暫くを待てよといへり庭の私に

ひとときなれど
古嶋せい子（熊本県）
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長き長き旅を終えたるシロザケはすでに動かず晩秋の森

ベーリング地峡に一族見送りし人かもしれぬわれの祖先は

インディアンと言ってはだめと幼子にその母言いおり低き声にて

わが髪を三つ編みにしてインディアンみたいとはしゃぐ赤毛の幼子

三頭の子熊の遊ぶ少し先コヨーテの子がぽつねんとおり

駄々っ子を叱り宥めて母熊は速き流れを渡らせてゆく

自転車の前を横切るみっしりと丸き背ふたつ黒熊親子の

近づけばまた遠ざかる君の背を追えば絡まる木苺の枝

白シャツにカンカン帽の君を乗せ自転車たちまち見えなくなりぬ

この先に広がる海を想いつつペダルを踏み込むいっそう強く

オレガノの花を抱いて眠りいる花蜂の脚のかすかな動き

家々は窓という窓開け放ち熱のよどみにむっすりと立つ

君に会うそのためにだけ海越えしあの八月のわれの勇気よ

立ち止まるひとりだになき百合の樹の満開となる唐人街に

師の文字をたよりにソナタを浚う夜もう一年もレッスンはなく

国境の北へと入りゆっくりと広がってゆく雁の編隊

半分の大きさもなき親ガラス白頭鷲に体当たりせり

高らかなデュエットの歌を降らせつつ白頭鷲のつがいは飛びぬ

辛子色のわがブラウスを褒めながらナースは素早くモデルナを打つ

人間に遭わねば今も春の野を駆けていたはず若きコヨーテ

海風が森の梢を鳴らしおりコヨーテ二頭屠らるる朝

つややかな心臓ひとつ残りたり復活祭の七面鳥の

延々とビーチバレーの支柱立つ夕陽を浴びて墓標のごとく

コヨーテのうろつく夜を突破して一息つくか尾を上げる猫

曾祖父の軍隊手帳に記さるる眉目の特徴われに似ており

夜深き白樺林に呼ぶ声は高く切なくコヨーテの恋

冬の庭に南国の陽の降るごとしメキシコマシコのオレンジの喉

人を襲うコヨーテのいて閉ざされる森に朽ちゆくトーテムポール

空が青いそれだけでもう自転車は弾みをつける道はまっすぐ

ゆうゆうと海を漂う鳥の名は「荒波金黒」手強そうなり

ブレイクあずさ☆（カナダ）
コヨーテの恋
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ほんごううた こ

艶めける緑色濃き葉の中に山茶花一輪さきがけて咲く

憎き事言いたる口の紅の色若き日我の好みし色なり

新しき体重計は体内の年齢出てきて悩みを増やす

鰹節の出しは金色に透き通る胃に沁みてゆく香り放ちて

手の甲に血管青く目立つ様は地図に描かれたる河川の如き

風船かずらの青き実ひとつ掌に転がしてみるその軽き実を

女郎蜘蛛に朝毎声かける楽しみをなくして青き空の広がる

軒先に大き女郎蜘蛛の巣ありたるが跡形もなし台風の後

このところ夫は少しおしゃべりなり娘一人が加わりてより

玄関の脇に美しき女郎蜘蛛我が背丈ほどの巣を編みあげる

夕立は芋の葉のうえ青空を映して銀の玉となりたり

異常気象にコロナウイルスと人類は追撃ちかけられ存亡の秋

炊事する我の楽しみ茹で茄子の束の間現るる茄子紺の冴え

夫とは違う足音軽快に娘のたてる若き足音

皿数と物音増えて心楽し娘一人が加わりてより

炬燵布団を仕舞いて四畳半は広がりぬ風吹き抜ける六月の朝

いつか歴史となるだろうこのコロナ禍を生き抜きてその終りを見たし

子の辛さは我のものなりリストラにあいし娘に眠れぬ夜となる

コロナ禍に職無くす人あまたいてその中の一人となれる娘よ

リストラにあったと告げる娘の顔を真っ直ぐ見られずただ抱きしめる

プラスチックの物に溢れるわが暮らしささやかなれどエコバッグ持つ

若き日に口遊みたる恋の歌繰り返しつつ記憶をたどる

曇り空の漸く動きて太陽に手を合わせたくなる真冬日の日射し

ビロードの萼に包まれ大寒に小さく白き枇杷の花咲く

俯きて小さく開く枇杷の花寒の真中を耐える如くに

程好き湯に浸りて歌えば若き日の恋の歌など口に出でくる

小春日和の緩やかな日に誘われてもう少しもう少しとペダル漕ぎゆく

重力には勝てないからと言い訳す風呂場の鏡に我が乳房見て

月の牙という国のあり三日月の尖りの先に星の瞬く

公園の木立も家並みも影絵とし静かに秋はくれゆかんとす

リストラ
本郷歌子☆ （栃木県）
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まち だ かつ お

免許証返上なれば買ひ物はアシスト自転車妻はバスなり

素質ある阿炎に期待も裏切られ埼玉気質に絶望の時
科学技術立国の名が泣いてゐるコロナワクチン全て舶来
手造りの牛蒡茶かたる星さんも薬効言はず逝つてしまへり
被爆者の夫を抱へて望郷の歌友は去りたり佐賀の伊万里へ
昭和史のかたりべ半藤さん逝きぬ帰納的なり歴史見る眼は
師がひとつ拘はる地名年長けてやうやう越えぬ小夜の中山

チタン合金鍛造品なるに

（芥川龍之介）

西行や長明にはとくに持病なし芭蕉にはつか宿痾のありや

黄金は優れたれどもくろがねの益には如かずと兼好法師は

走りきた斎藤茂吉記念館半分焼けたはがき飾らる

妻の霊送れば寺は蝉の声うつし心のわれを泣かしむ

もう少し長生きをして「安倍研究」を書いて欲しきよ立花隆

糖尿病・糖尿病性腎症も要治療なり四種のくすり

検診の結果を見れば血糖値ヘモグロビンも大幅超過

骨と皮ばかりの腕に三度目の採血の針刺されて痛し

汚染水廃棄を処理水放出とあさはかなりし言ひ替へる人

あまかける翼捥がれて地に這へる鳥になりしか免許証返上

起き上がる時のバランス悪かりき踏み出す一歩に怯む時あり

初めての出合のふりしてしげしげと蜥蜴はジュラ紀の顔して見詰むる

カミさんが亭主に言ふこと相似たり外に出るとき背筋伸ばせと

シャッターを開ければアシスト自転車と妻のカートのみ車庫は淋しも

又も破損か７７７のファンブレード

（中学校新井先生）

ハヤブサ２の遠隔操作さすがなり事故炉のデブリ何故取り出せぬ

（星さんは親友）

老いぬれば相撲に魅せらる二十年蒙古力士の優勝にうんざり

歌詠めば懐かしき人みな故人われも仲間に入る日数へむ

愚かさも徳の一つと言ふ人の反芻しつつ小雪降る中

トイレ無きマンションの喩の原発か子孫に負担の原発と財政

報道が口を噤み始めた時それが危険な社会のはじまり

安倍流を継ぐとふ人の政策も嘘はだめだよしどろもどろの

立ち位置が変はれば物の見方さへ変はるが常か認識あらたむ

免許証返上
町田勝男（埼玉県）
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柿の木に絡みからみて烏瓜赤く色づき風に揺れいる

四戦目九回裏で逆転負け高知代表準々決勝まで

炎天下日頃の成果今ここに球児が競う夏の甲子園

リハビリに緩坂の道えらび行く木洩れ日の中蜩も鳴く

夕暮れて蜩はまだ鳴き止まず谷からの風に窓開け放つ

留守の間に白粉花に鳳仙花くさの仲間と生き延びいたり

ひぐらしの声賑わいて寛ぎぬ嗚呼わが家と実感のわく

カラス共は熟した枇杷を狙いうち種をぼろぼろ地面に落とす

山峡の風に吹かれて枇杷を捥ぐ接ぎ木した夫この味を見ず

今朝の空雲ひとつ無く日本晴れコロナ対策で面会できず

雨のなか飛び交うつばめ目にとまる子つばめ守り必死の親鳥

明け方の大きな空を鳥達は矢のごとく飛び宙返りもする

「さて今日は」などと言うのは空元気制約のある中での暮し

卯の花の木の下陰にバスを待つ早も五月の日ざし強かり

虎杖やぜんまい蕨足元に久方ぶりに山菜を折る

ほのぼのと等間隔に咲きいるは静かな山の曙つつじ

春田には蓮華の花も蒲公英も咲いているのに幼子見えず

花盛る桜の下でフラダンス幸せそうに踊る人達

一列に並ぶ水仙その中によそ見している一茎の花

うす曇りの黄砂にかすむ空の下くぐもる声で山鳩は啼く

もう少し咲いててほしい山桜春一番に花は残らず

風もなく今日の日差しは暖かく友の家まで桜見に行く

春一ばん通りし後の紅梅は根元にうすく花びらを敷く

春先の風は桧木の枝揺らし凄まじく飛ぶ黄色の花粉

県内に新規感染十二日ナシとの記事をくり返し読む

少しずつ日脚も伸びて五時迄は野菜の世話もゆっくり出来る

小雪ちり見落しそうな枇杷の花葉かげに丸く春の陽を待つ

初霜に田畑は真白陽がさせば小鳥も虫も動きはじめる

段畑の茶の木の中に二つ三つ隠れるように茶の花は咲く

籠り居て土に触れるも久しぶりビオラ五株吾が手に植える

春の陽を待つ
松中賀代☆（高知県）

まつなか か
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リュック背負ひ免許返納に慣れるごと駅までの道を影と歩みぬ

何だらうこの清清しさは安堵かな彼岸の入りの墓参り終へ

「ただいま」となにはともあれ声聞けば「おかへりなさい」が笑顔になりぬ

今迄は感じずにゐた老いといふ未知なるものへの不安と楽しみ

両の手に朝取り立ての野菜受く「わあ」の喚声玄関中に

全力で支へてくるる子らありて嬉し涙に力湧きたり

一休みしながら登る階に振り返り見れば早苗田そよぐ

「明日夏日」天気予報の当たる昼今夜の献立冷しやぶサラダ

どんよりと曇りて晴れぬ台所空を見上げて「カレーを作らう」

さくら色身にまとひつつ軽やかに今日の私は昨日とちがふ

泥おとし瓦礫を片付け奮闘すあの時の義父の姿が浮かぶ

つやつやのおかゆを炊けば喜びて味噌を絡めて義父は食むなり

こんなにも人は容易に逝くものか座ることなき椅子二つ在り

震災の十年見据ゑ義父は逝く職人魂貫き通して

丁寧に生きむと朝の仕度する夕べの夢に亡夫と出逢へて

辛いこと忘れた訳ではないけれど再生松原青く待ちをり

あたたかくなつたら墓へ妹と娘と行かう水仙抱へ

ダンボールいつぱいにある伯母からのあれもこれもと生活の品

震災の十年の時数多ある人の情けの束の太さよ

幾千のたましひ浮かぶ海にして春日の差せば澄むみどり色

腕組みて仰向きに眠るその仕草胸厚き子は亡夫と似てゐる

エアコンを止めてこたつで事足りる大寒過ぎの気仙の里は

きめ細かく輝きはなつ餅の肌こころ整へ等分にする

この世にて人に生まれてゐることを喜ぶ哀しむ空をあふいで

エンディングノートを書けば次々と思ひ溢れて書けなくなりぬ

一年の無事の御礼を氏神にこだまに返る鈴と柏手

漁協より「今季最後の昆布漁」と冷風に乗り放送流る

重厚な南部鉄器の鉄びんの肌にあまたの松葉のならぶ

枯れてなほ離れずにをる松葉かなわれを残して夫は逝きたり

コロナ禍も悪いばかりでないことを郵便に知る思ひ遣りに知る

丁寧に生きむ
村上美江（岩手県）
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心地良き今朝の目覚めよ部屋内の蕾の百合が咲きゐて匂ふ

久し振りの娘が帰りて暫くを眺めてゐたり夕焼けの空

風向きによりて異なる雨の音眠れぬ夜半に聞きつつ眠る

あと先きになりて下校する二人ランドセルのふたが左右す

羡しよと言はれて思ふわが取得九十半ばでサッサと歩ける

テレビ消し急に静かになりたる部屋ふとも独りと思ふ時あり

同世代何人生きてゐるのかな便利なこの世もう少しとも思ふ

並べ置くを見るのみなるも充たされて読まぬままなるあの本この本

平凡な日びに昔の友の来て語りし思ふ夜バナナが匂ふ

雨の道店に向かひぬ好物の幾つか浮かぶ今日は姑の忌

はは

失ひて惜しむ心の残りをり真珠のブローチ雨の日落す

年毎に咲く花に逢ふ生きをればこそとしばらく蕾を見つむ

強風の日の部屋出でむとドアノブを握りて一人の力を思ふ

まとめたる一首を何度も読み返す洗ひたる髪の乾く間を

年毎になし得ぬ事のふえゆくも歳思ふなく何時かそのうち

村祭に買ひたる桃色の綿菓子に似たる雲ふえゆつくり動く

春雷の遠のきてゆき自づからページ押さへる手をはなしたり

八重桜満開のとき葬儀場に夫を送りし時の青空

鉢にやる水の中にも花びらあり春を知らせる六階までも

常のこと眠れる迄を思ひゐる三食のための買ふもののこと

音もなく降る春の雨窓ごしに遠く病む友想ひてゐたり

コロナ禍に我慢の日びの続きたり沈丁の香に親しみ歩く

三回の食後の歯磨き念入りに二十本を守り間食はせず

朝着替へぬらしただけの歯ぶらしにサッと磨きて食事の支度

独り居は寂しからむと言はるるもベランダに今朝は水仙咲きぬ

こだはりてゐるは空しもなりゆきといふ平安もあること思ふ

救急車の音の遠のき独り居の眠れぬ冬の静寂つづく

体調良く久し振りなる墓参り夫の好みの服を着て行く

歩きつつ不意に思ひぬ吾が歩く早さを夫になじられしこと

稲わらに「おはち」入れを編みくれし温かきご飯思ふ父の忌

短歌と共の暮らし
山本貞子（東京都）
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わ し つかさ の り こ

あらたまのとしの始めをめでたしと唄ひてしばしば箏を弾きにき

おろおろと暮らしてをれどやがてくるをはりのある日よ天気になれよ

梅干しと味噌汁かかさぬわれの朝をりをりとなふ仏祖の加護を

ひとり住むわが百歳の明けくれぞ夏が来たぞとあぶら蟬鳴く

天皇のみこゑ独り坐し聞きにける日より経ちたり七十六年

終戦の勅のいでたる夏の日よひたすら暑き日なりきその日

のそのそとよたよた歩きを繰り返し御飯はうまし百歳なれど

おもしろや世去る日近きこのわれがコロナ豫防の注射にならぶ

老人に親切にしろとひとはいふあるときかなしこの一般論は

状差しのはがき一枚とりいだすやはり破りて捨てむと思ひて

ひとそれぞれさまざまの筈しかあればわれはこれより晝寐いたさむ

ひとの名を忘れ草の名なほわすれ杖つきてゆく郵便出しに

ぜにかねを言ふはいやしと育てられ然りと思ひまだ生きてをり

東京の餡の甘さに驚きしわれの十六歳八十四年まへのこと

都わすれ今年の花は二輪にてわれのいのちを知るごとく咲く

ああけふはわがためリンゴジャムつくり相撲は春場所千秋楽となる

公園の木の間がくれに見ゆる富士白妙となる十二月二十一日の朝

為替相場をしきりに気にせし頃ありきそのころ主流はポンドでありき

貴族院といひゐし頃の議事堂へ行きしことあり伯父をたづねて

いま一度あひたき人は世を去りぬ「イヌワシを追って」の著書を残して

味噌汁の実の無限をば人に言ひ今朝は大根の千切りにする

生きものはみんな死にますといふ歌を作りたくなる今夜のわれは

わが窓のメタセコイヤとおほけやき葉を落しつつ月待つけふは

七歳のころ節つけ覚えしあかさたな忘れてをらず百歳となる

思ひ切つたことなさいますなあと言はれたることあり十八と四十歳のころ

三四十年まへに買ひたるセーターを着てむかへたりわが百歳を

極楽と地獄がありと思はねどをりをり遊ぶ極楽の母と

そろそろとあの世に行つてもいいわよと鏡のわれにむかひて言ひぬ

あれこれを忘れ消えゆくもろもろに消えぬはねんねこばんてんのぬくさ

をさなどき母は逝きたりそののちの父のをりをりわれのをりをり

あぶら蟬鳴く
鷲 司 法子（東京都）

冬雷二〇二一

作品年鑑

自選合同歌集 30 首
《作 品 二》

122
作品二
自選 30 首

123

い ざわなお こ

秋の陽に透して見れば欅の葉色付き始めの黄と黄緑

自転車を買える身長になったよと電話の声は興奮状態

神宮の森を歩けば百年の木の香りして深く吸い込む

石神井の池の湧き水溢れたる升に青空映り輝く

イイギリの葉に西日差し濃淡の透ける緑に実の映りおり

香りきて在り処のわかる金木犀秋の初めの公園散歩

秋雨のもたらす涼によみがえる乾かぬ干し物横目で見つつ

トランプを両手でパラパラ切りたれば四つの小さき目はじっと見る

孫たちにトランプ神経衰弱を誘われよしと挑戦をする

大きめのザルにいっぱい赤紫蘇を茹でれば赤むらさきの鮮やかなる色

赤紫蘇を娘は数株持ち来たり葉を摘み取りてジュース作ると

こよりなる線香花火を持ちたれば幼き頃の思い出さるる

子供らは夕のひととき花火する誘いあわせて親も一緒に

梅雨明けて真青の空に緑濃くみんみん蝉の声大き朝

雹降りて半円描く虹も見る自粛の日日の大天体ショー

腸取りてから揚げにする百尾余り瞬く間に皿は空になる

潮引きて水たまりにいる小さきはぜ手づかみで取れたと目を輝かす

はぜ釣りに行きたるみやげたくさんに持ち来て皆で話の弾む

青もみじ連なる道に木もれ日は水玉模様を描いておりぬ

バラの庭の主は高齢毎朝に手入れしており声かけてみる

雨上がり五月の光に照らされて青葉の匂いの窓から入る

新宿御苑数多の木木の緑色みんな違って春の色なり

平らかな池に緑の映りいて鴨はゆうゆう泳いでいたり

鮮やかな黄の寄り集まりに近づけば池に枝垂れる山吹の花

向かい風自ずと前傾姿勢にて一歩の重い散歩の帰り

霜下りて黒く濡れたる公園の道には犬の足跡窪む

元日に隣家の木木の間より赤き太陽昇りて拝む

身丈より高き荻の穂石神井の池渡りくる風に揺れおり

山茶花の咲く道通ればなつかしき「たきび」のメロディー頭に流れる

空いっぱい枝広げたる欅の葉赤みが差して夕空に映ゆ

みどりの香り
伊澤直子☆（東京都）
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125

ともえ

板倉

夜明け前人もまばらな始発駅プラットホームにベルの音ひびく

わが歩む沼ぎしの道おもむろに土に還らん落葉は重く

沼あれば沼にそひつつ続く道冷たき水は匂ひをもたず

幼なき日姉と遊んだ里の庭ぐるりひと巡り時は去る

歳重ね生家といえども遠くなるお邪魔しますに挨拶かわる

冷えきった体温めた立ち喰いの駅前そば屋閉店したり

徘徊の老いを探せる広報車たそがれ迫る残暑のゆうべ

わが立てる渚傾くと思うまで夜空を移動する鱗雲

たちまちにうするる茜吾の立つ砂丘は海より夕暮はやし

吹き荒れし西風なぎぬ利根川の河口明るく光る夕海

年重ね不自由な手足余儀なくも娘夫婦の気づかいうれし

待ちわびる曽孫誕生の宮参り家族一同笑顔で祝う

うつむける白き花穂の令法さくコロナに物憂きこころにも似て

遠富士を海に浮かべて館山湾真白き峰をはるかに拝す

花は葉に地を這う陰の濃くなりて川辺の柳に夕日かたむく

散歩みち小さき石に躓きてあと振り返り我が老い笑う

塩恐れ脂肪恐れて生きる日々今宵味淡きこんにゃくを食む

風のなぐ海も渚もおしなべて匂うがごとき夕映となる

れんげ田も啓蟄すぎて田植えの準備野良着すがたの亡き父を恋う

均等に暮れざる海の夕雲を見つつ風吹く砂丘を歩む

昼すぎて沖より晴るる早春の海の明るさ渚も砂も

渚畑くもる卯月の空押し上げて黄にかがやく菜の花咲けり

草臥を柚子湯にしずめ着替えして感謝忘れず早目の臥所

義姉も老ゆ仕事一筋農に生き隠居と笑うも生家遠くなる

探しもの多くなりたる昨日も今日も大切なもの心にとめる

夕暮の街を見下ろす降下の機爆音たかく羽田をめざす

小さなる喜びもちて行くわれの心は軽く吹く風よりも

揺れ動く穂芒ひかる砂の道海の夕日を背にして歩む

老脚を歩みはこべば砂浜に寄せくる波の段白くみゆ

焼岳に煙ひとすじ晩秋の風に流され夕暮れせまる

巴☆（千葉県）
楽しいひとりの時間

いたくら
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いな づ たか こ

花の咲くころ行かざりし楝の実の風に揺れをりふたつ竝びて

去年の秋ともに見送る庭の花秋明菊が今年は早し

夕べには蹲踞の下で鳴く蟋蟀が今日もまた鳴く暗くしなりて

リハビリの夫とボッチャ楽しみきパラリンピック目指すと言ひて

雨あがる庭に小さな茸立つ透き通りたる笠を広げて

夫と同じ研究者の婿献杯と言ひ写真の夫とビール飲むとぞ

いつ頃よりや頭の中に絶ゆるなく流るる音す眼つむれば

手術うけし心臓のため歩く池の楝の花の烟るむらさき

この広き家のどこかに夫ゐる如き気のせり坐る書斎に

先に逝くその後われの十年をある時夫の言ひしことあり

我らしくこの後生きるため手術うけよと友の言ひてくれたり

震災に遭ひし娘の持ち来たる水戸の梅さく下辺を向きて

何ゆゑと問へば夫がどうしてと振り返りたり夢の中にて

春日あび土を啄む尉鶲を見てゐる我と猫の静寂

疲れつつソファの午睡より覚めてここは何処と思ふことあり

有難う身躰いとひて末長く生きよと夫言ひくれをりや

目覚むれば思へりもはや夫ゐず我のひとりの一日始まる

新聞の購読延長三年を二年にしたりただ何となく

東の空に昇れる月を見て雨戸を閉ぢつ夫はをらず

出産して歸る我らを紙吹雪で迎へてくれきわが子供たち

後悔はさせぬとその時言ひたりし夫と五十二年の日にち

茎長く今年は咲ける石蕗の穂綿が丸く残るいつまでも

強き風に銀杏数多落ちる道思へり夫の好きな茶碗蒸

活舌の悪くますますもの言はず夫と我の時過ぎてゆく

息しばし止まる時あり夜半覚めて夫の顔を覗くことあり

いかにせば辛くあらずや左横臥の夫抱へて右向きにせり

ひとつだけ咲き残りたる秋明菊冷たき風に散ることのなし

スケジュール帳の夫の震へる文字西行のうた松陰の歌

歩きゆく道の向かうに人のゐずこの世に己ひとりの如し

祖母の家より夫通ひし幼稚園の出席ブックのシールの戦闘機

秋明菊
稲津孝子（福岡県）
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いのうえのり こ

蟬の声気づかぬ儘に減りゆきぬ三十五度の続く毎日

コロナ漸く下火となりて待ちゐたる好きな山かけ蕎麦食べに行く

曽孫は歩き始めて飽くことなしボールを追ひて家中走る

卵かけ御飯と昼は決めてをり迷ふことなし独りの昼は

子と孫と男の子ばかり育てたる我には嬉し二人の女の曽孫

手で瞼少し持ち上げ人の肩借りて漸くタクシーにのる

顔が脹れ眼が開けられず一面に紫色となりて痛みぬ

幸ひに額を十針縫つただけで骨は折れずに済みたる転倒

小遣ひを溜めて孫のくれし急須わるる事なく十年目となる

行つて来るが最後となりし若き夫事故にて異国に骨埋めたり

副反応心配しつつ打つワクチン何と言ふことなくて終はりぬ

烈しき雨に土に伏したるあぢさゐを止む間に起こし棒にくくりぬ

這ひ這ひの上手になりてころがりて行くボールに追ひつく曽孫

沢山の病ひ抱へる弟を思へばコロナ避けてと祈る

漸くにワクチン打つ日の知らせ来て落着きて冬のコートしまへり

満開となる花の下笑む母の最後となれる吉野の桜

自粛自粛とくり返さるる毎日に桜は待たず散り始めたり

北海道に雪降りてゐて沖縄は海開きと言ふ長きわが国

長生きも楽ではなしと思ひをり日替りの如くあちこち痛む

先づ鉛筆削りて原稿用紙に向かふいつもの如く背筋のばして

次次に開きて楽し庭の椿白玉侘助乙女もありて

幼二人かかへて生きて来し年月淡淡とは言へぬ山坂ありき

醒めてのち思へば物を言はぬ儘笑ふ夫は三十六歳

短かかりし夫婦の時間は七年間その後独りの五十と余年

「物事を深く見る様になりますよ」歌に迷へばつねに思へり

歌作る喜び教へ賜ひたる飛松先生の温顔わすれず

夫亡くし胸に空いたる大き穴埋めてくれにし歌との縁

えにし

時代劇何が好きかと聞かるると現代でないのがいいと答ふる

鬼平も剣客小兵衛もくり返し読めどあくことなくて又読む

藤枝梅安まだまだ続くと思ひしに池波さん逝く六冊目にして

五十と余年
井上法子（大阪府）
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いのうえまき こ

経ひびく納骨式の骨箱に屈みて見入る幼児ひとり

ひと群の盛りすぎたる軒菖蒲暑さに萎えの加速されゆく

盂蘭盆の忙しさ過ぎてびつしりと軒の茗荷の白き花花

二日間おこなふ新盆法会にて猛暑に客らの介抱もする

朝方に呼び声高く檀家らは池にはまりたる狸の処置聞く

ハナコと呼びて親しむ越後三山朝に移ろふ雲に稜立つ

撥ね返る枝に傷つく顔さすり媼は山菜惜しみなく呉る

細き枝に蕾疎らの山桜寒の戻りにそよぎつつ咲く

山水を引きたる池の小流れの先に緋鯉ら群れて水浴ぶ

積雪に多く折れたる竹群の春荒れになびく幹の太立ち

雪壁に日の反映する市場にて並ぶ魚の眼みな乾きをり

コロナ禍に友と春服購へば心の弾み夜も続けり

雪の上に越後上布を晒しゐて冬日かげれば結晶光る

幼子を負ひたるままに食堂で蕎麦食ふ男はビール飲みつつ

屋根雪のつららに続き軒下の南天凍り塊となる

雪折れに大杉の枝落下して雪煙舞ひ車体へこます

積雪のたびに傾く竹の幹癖つきをりて池に腹這ふ

亡き父の蔵書を兄とうばひあひき太宰の喀血飛び散りし本

商況の傾き縮小せる花舗に息苦しきまで花の香の満つ

本堂の供花を替へむと引き抜けば瓶の形の氷付きくる

口論の後遠退ける子のメールを日々待ちをれど掛けてはやらず

われの良きバイオリズムは弥生とふ占ひ本にひと時はまる

テイクアウト時をかけつつ選びをれどさして満たさるる味にはあらず

年始受け終へたる夜に垣間見る降りしきる雪に親しみのわく

コロナ禍や積雪量に危ぶめど年賀の挨拶客間に途切れず

数台の年始の車の往復にせまき雪幅すぐに広がる

駐車場に誘導しくるる人ありて年賀の車滞りなし

金婚に近き歳月夢寐にして落葉敷き積む境内を掃く

帰り来れば鼻につきゐる金木犀心解かんよすがとならず

屋根修理終らぬ夜の本堂に豪雨となればバケツ持ちゆく

雪煙
井上槇子（新潟県）
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う じまたか こ

いくつもの病院に通いつつ八十歳の夫は月二回の海釣りに行く

涼しくなり庭の木にくる小鳥たち美しい声で毎日囀る

スマートフォン購いて半年使い方息子に教わり覚えてきたり

スマートフォンは魔法のランプ指のタッチで世界がみえる

道行けば街路樹並木の葉の色の朝晩冷えて黄ばみはじめる

葉の緑濃くなりて柿の実は育つ今年は数の少なくなりて

雨が降り猛暑の去りて草も木も人も生きかえるような心地す

那須の奥の秘湯の宿はコロナ禍に大勢の客の居りてにぎわう

この街に住みて四十年隣組の新しい住人はんぶん以上

あこがれの荒川線の路面電車線路の両側バラの花咲く

二年ぶりに喫茶店に友と会うマスク付けても話のはずむ

ワクチンの会場は皇居の近くにありて緑と堀に心安らぐ

高齢者ワクチン接種予約せむとまる一日を電話にむかう

マスク着け乳母車の幼子と目が合えばにっこりほほえみ返す

家ごもり楽しいことをみつけ出す鉢植えのアマリリスの花芽など

球根を五つに分けたアマリリス二つの鉢に花芽がみえる

一週間後のレントゲンに肩の骨ずれていて家事は夫と息子

一センチの段差に転びたる夜の道肘すりむいて肩のあがらず

桜花の咲きそむるとき先輩は逝ってしまいぬ涙ぬぐえず

やわらかなやさしい雨と思いつつ梅の花散る道を歩みぬ

「おばあちゃん」と電話のむこうに若い声オレオレ詐欺とすぐに気がつく

大雪の日本海側は豪雪で太平洋側は降雨を待ちぬ

大寒をすぎたる頃に降雨あり町の花壇もようやく潤う

高齢者講習受けに来る人さまざまで時間間違え日付間違えて

こんなにも大勢の若い人運転免許の試験場にあつまる一月

人に会うこともなければ白髪染め二ヶ月もせずにすごしぬ

正月に先の見えない朝がくるコロナの勢いますます増えて

青空に取り残したる柿の実を数多の鳥が来ては啄む

歌会も食事の会も無くなりて一年間をコロナに過ぎたり

強風で柿の葉すべて飛ばされて鈴なりの朱の実枝に残りぬ

家ごもり
卯嶋貴子☆（東京都）

134
作品二
自選 30 首

135

うちがきよね こ

ゆづらるる姉の服着て見る鏡こんなに姉に似てゐたかしら

十月になりて気温の乱高下あす着るものを思ひて眠る

金星と月と土星と木星がほぼ一線の空を見上げつ

十五夜はすすき団子を箕に飾り雨戸一枚開けて供へき

荷を持ちて雨横なぐりともかくも足動かせば家は近づく

あんなにも憤りては叫びたる怒りのことば覚めて忘れつ

番犬のやうなる置物マスクせり賢さうに見ゆるもをかし

這へば立て立てば歩めのここちにて見てきし捩花切り取られたり

申告書提出したる税務署の花瓶のあぢさゐ清清として

席ゆづりくれたる学生はすかひの空きたる席に深く眠れり

階段を急げる吾にどうぞとふ為種をなせりけふの車掌は

洗ひても目薬にてもなほ取れず玉葱ざくざくああ刻みたし

遠景が見にくくなるもあの黄色あのボリュームは木香薔薇ぞ

マフラーを外す衿もと風とほり美人の首になりたるここち

言ふなれば食はず嫌ひのムスカリのけふしみじみと見る深き藍

ふつくらと手燭のやうなる白木蓮もはやはだけつ昨夜の風に

早足の姉に合はせて歩きたり姉はわたしに合はせたりとふ

居眠れるわが首コクンと音させて停車するなりけふの運転士は

あぢさゐとアルストロメリア蛍袋ほどよく咲ける庭みて通る

くれなゐの深き色にて蕊ながし嵯峨釈迦堂の「軒端梅」は

ズボン穿くときによろけて骨折りし母を思ひぬ靴下はくとき

詠草を送りたるのち読み返すこの歌のここああ直したし

電車待つベンチにをりて地震かと思ふ隣りの貧乏ゆすり

さきがけて庭に咲きにしきらんさう雑草しげる夏を眠りぬ

白妙の白山菊のそちこちに咲きにし庭を思ふことあり

メダル手に選手自ら首に掛く表彰式のここにコロナ禍

五日の月正面に見て行きし道けふ満月を背にして歩く

からうじて残る茜に富士ヶ嶺のシルエットあり常より小さく

拾はずにをられぬ蔦のもみぢ葉を拾ひて厚き本に挟みぬ

父に似る姉と母似の吾なるにこのごろ顔と声までも似る

父似母似
内垣米子（千葉県）
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え とう

ばつさりと切られて並ぶ街路樹の楠の大木その幹の醜怪

一瞬なれどその揺れにからだ固まる夫と見合ひて

‼

目をつむり両足伸ばしつかる湯の静寂に聞くこほろぎの声

秋明菊の傍へに咲き初むほととぎす頬にひんやり過ぎる秋風

幼き日び祖母の手の皺楽しみき今はわが手に嘆くその皺

幼き日び祖母の手の甲摘まみゐき元に戻らぬ皺楽しみて

ＰＴＡ・市政モニター・ガスモニター縦横無尽の思ひ出手繰る

息子から甥から姪から来る電話地震気遣ふそれの次つぎ

唐突の揺れの途端に即表示テレビの字幕に震度・震源

あっ！地震

藪甘草・凌霄花に色添へて丈ひくく咲くモントブレチア

庭の草五ミリに満たぬも見れば即素手にて毟る吾の習性

アンカレッジに求めしオメガの腕時計捻子を巻きつつ五十年を経つ

いわし雲さば雲絹積雲とて鱗雲ちさくまだらに大空覆ふ

残照の空一面のうろこ雲からだ廻して仰ぐしばらく

ＰＴＡにガス・市政モニター・短歌・書道すべてを許容してくれし夫

締切に後押しされて歌も書も月々励むそれの幾年

息子かと瞬間おもふ孫の声久し振りなる電話のそのこゑ

一本は無理といひつつ半分に切りて二人で食む恵方巻

子が送りくれたるパルスオキシメーターに朝夕計る酸素の数値

次の干支に逢ふは適はぬ八十九歳去年の鼠をていねいに拭く

水を替へ水を替へして咲く菊が花瓶の中に根を出だし来つ

写メールが電話がつぎつぎ子や孫や甥から届く元日～二日

帰省する子らの予定も皆成らずコロナコロナに暮れてゆく年

歌一首頭に成りて鉛筆を探せる瞬間それの失念

いざ出番といふが姿に水仙が黄の色点す椿の根方

八十九歳初の発注アレンジの花二段重ねのお節の料理

吹く風に瞬く間なく落ち葉して裸木となるどうだんつつじ

裏年とは斯くなるものか数個生る去年二十四軒に配りたる柿

素人と思へぬ手際に剪定の枝片付けてゆく大学生

木蓮を槇を蠟梅を木犀を脚立動かし切り継ぐ庭師

残照のうろこ雲
江藤ひさ子（大分県）
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おおつかてる み

冠雪の富士のメールを見てゐたり東京を去りて四半世紀過ぐ

日にちに付箋のふゆる合同歌集ぶ厚き頁に多くを学ぶ

北の地に育つアスパラガス旨し縁うまるる嫁の里より

棺の夫に着せし対なる大島を着てみたかつたと息子の言へり

うすき雲に見え隠れせる名月の後光といふべし雲のかがやき

東京のパラリンピック限界へ果敢にいどむ人みな尊し

仰向けの蟬にむらがる蟻のへにしばし迷ひてせみを埋むる

満天の星みたければ見に来よとふ兵庫多可町の星と天の川

庭のうへに何をついばむ鴉らの濡れ羽色とふ艶じつくりと見つ

高校まで野球ひと筋なりし子が読書に耽る五十を過ぎて

酒豪たち亡夫も共に待ちをらむ最後の仲間がみまかるといふ

良寛の五合庵にいま居るとふ写メール遺る逝きたる友の

公園にて二歳児たちとの別れ際ひとりが泣けり保育士の胸に

眠りまつ布団に寝返るばかりなり食道切除ののちの子の声

戦時下の参観日にて教室に母ひとりなりきもんぺ姿に

長かりし独り身の子の結婚にて戸籍簿に見る除籍とふ文字

規子さんの「蝸牛居」を読むかたはらに父君の歌集おくわが歌の師の

おとうとの招き呉れたる夕食に眼みひらくつくしの天ぷら

打ち直しの綿にて母が仕上げたる布団のうへにて遊びし記憶

保護されて義足つけたるコフノトリやがての飛翔まなうらにあり

孤独をば怖るる勿れと伝へゐる五十三の子はみ輿を担ぐ

雨戸打つ嵐となりゆく独りの夜あつき粕汁しみる胃の腑に

道端に椅子おきスケッチ始むる老い昼も凍てつくけふの大寒

辛うじてダイヤモンド婚迎へたとふ亡夫の友の賀状を見つむ

陳列に並べるごとく綿のシャツ形よくたたむ息子の手際

ちさき草のぞけば突然いづる蟻小寒き庭をいつ気に走る

差し出せる木の葉にためらふ螳螂は鎌うごかさず思案のかたち

互ひに動けぬ立場の姉とわれ生きて相見る機会ありやなし

長かりし自粛とかれて電車よりゆつくりと見つ見慣るる景色

二泊三日の息子を送りて布団干すけふより独りひとり又よし

息子
大塚照美（兵庫県）
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あかね

晩秋に紫蘇初雪草の種摘みぬ春の初めに土に還さん

横浜の港の空の積乱雲その端千切れ千切れて流る

広ごれる美瑛の空のその青を友より写メール梅雨のさなかに

義弟の命日近づきシウマイを好物と覚え芸なく送る

黒き羽に桃色の丸くっきりと柚子の葉群に初に見る蝶

盆飾り破れ目ふたつの提灯は二十年もの亡母は嘆くか

幻か塩辛とんぼが庭先に網持ち駆けし少年の頃

大腸の検査は良好空仰ぎ花屋にえんじのペチュニア求む

敷き詰めた小砂利の庭に双葉生え夏も白々初雪草は

ゴミ箱を荒らす鴉は減りたるも駆除されたると聞けば哀れむ

繁りたるめうが間引けど地下の茎四方に伸びてその先知れぬ

強風にチューリップ五本傾きて一夜明くればすくつと立てり

コロナ禍に墓参かなはぬ妹へ花を供へたる墓の写メール

庭隅の泥ねぎ抜きて皮むけば朝の光に白々と冴ゆ

自粛守り伸び放題の頭髪のカットを終へて深呼吸する

生垣を伝ふめじろは番ひらし首振り啄みさつと飛び去る

外つ国を頼りてワクチン待つ日本先進国の自負はいづこへ

丸々と甘夏八つ実りゐて枯れたる庭に明るさ呉れる

来客の無き正月はタラバ蟹盛られた皿を二人で占める

マスクして帽子を深く被れども会ひたる友は我を見破る

桃色の太極拳の服を着て出掛ける妻を記念に写す

農協の花コーナーのパンジーは寒風吹くたび向き一斉に変ふ

リモートの続く大学静もりて落葉踏む音かさかさ聞こゆ

新型の圧力鍋を買ひたる妻あらたなメニューに挑む日にち

ニシキギの苗木育ちて三年目深き真紅に染まる晩秋

これも縁狭庭に生える野の草の名を知るべしと図鑑を求む

豆を挽く珈琲店の香り良し待つ間に学ぶ世界の産地

木々の葉も落ち始めたる散歩道に青き朝顔咲く家の有り

根分けせしマユハケオモトの白き花その名のごとく優しき手触り

日暮れても庭にしやがみて草を引く父の姿を想ひつつ我も

日々思ふ
大野

茜（神奈川県）

おお の
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お じまとも よ

教員を目指す若者減少と耳にするたび未来を案ず

たっぷりと月光浴に浸る中地上より聞くすだく虫の音

宇宙ショー八年ぶりの満月よ神秘さに酔う庭にてひとり

「月今宵霞ヶ浦を照らしけり」友より届く動画と俳句

弾きながら「くちなしの花」口ずさみ音にのせたいわが声探す

気まぐれにピアノに向かう日のありてはじめに弾くはなぜか「故郷」

教え子の声なき声とゆがむ顔今もはっきり脳裡にありぬ

一ページに一文字を書く三行の詩隣の席の女子が読みあぐ

初めての出会いは中一の授業なり床にすわりて文字を書く子と

襲われたる「脳性マヒ」に教え子はことば手足の自由奪われ

本棚に「空の花壇」の詩集あり教え子からの贈りものなり

人々の感情織りなす「田園」に浮かびてきたり故郷の小川

塞ぎいる日々に光のひとときよライブシアター今日は「田園」

アメリカの先住民がつけしとかピンクムーンを庭にてながむ

花ニラとライラックの花白く浮き穏しき春の夕暮れとなる

山桜「ここにいます」というように一重に咲きぬ淡紅色に

茹であがる烏賊の白さよ弾力よからし菜も添えはなやぐ夕餉

しみじみと烏賊をながめて気づきたり足十本口のまわりより出る

孫学ぶボストンの街の様子などラインに見れば瞬時に理解

広大なるアマゾン川の流域に住む人々の暮らしなど知る

冬眠のようなくらしの楽しみはバーチャルの旅今日はブラジル

話題なる「教科書のデジタル化」には不安も感ず良さもあろうが

親が子に残せるものは生き様と「謙虚に生きよ」「人を愛せよ」

二十一年撮り続けたる監督の思いを最終章の「遺言」に見る

幾度も幾度も見るドラマあり「北の国から」感動褪せず

赴任地へ「水さえあれば」の一念に偉業成し遂ぐ中村哲氏

凶弾に倒れ一年過ぎたるか中村医師のドキュメンタリーを見る

わが旧姓「日置」 は親類のみとなる弟の子ら嫁ぎて継がぬ

ひ おき

夫との会話に気づくこの頃は互いのルーツ出しあうことも

亡き父の詠みし七首を見つけたり歌集『牛久沼の四季』を開けば

山桜
小嶋知葉☆（茨城県）
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か とうとみ こ

酒田市の山居倉庫の欅並木地域に守られ堂々と立つ

（術後のカラーリング）

たおやかな見かけによらぬ白蝶草耐寒耐暑コストパフォーマンス良し

快適な空間こそが生活を豊かにできる格安の技

秋からはシスターの道を求めると娘は進路をキッパリ告げる

おさならは虫を怖がり触れもせず自宅のかぶと虫ただ見てるだけ

箱の森パークに蜻蛉見つけたる娘らはグルグルこの指とまれ

半世紀前机を並べたる仲間達集団接種のボランティアする

立ち上がる度に感じる腰痛にオロオロしている今日の私

留守番も一人でできる五年生一緒にいたいと甘えが上手

五箇山の深き山あい合掌造り三百年すぎて我らを迎える

黒部渓谷の旅の安全祈りいて赤い衣の仏石立つ

有りがたき友の誘いに参加する黒部渓谷白川郷の旅

コロナ禍の黄金週間外出せず三世代にて麻雀楽しむ

挿し木にて譲り受けたるアンジェラのバラ三年を過ぎ五月に咲きぬ

出来るなら一人の生活も気儘にて悪くはないが老後は不安

君のなき四十四回目の結婚記念日四月四日桜見て行く

百年をゆうに超えたる老木の桜は枝を伸ばして咲けり

視力不足を指にて補う媼の散歩皮膚の感触が春をとらえて

どくだみ草を退治している鎌の刃に刺激されたか顔出すとかげ

桃の花小さき花びんに挿したればひなの周りは更に明るむ

おさならはきな粉を飛ばしかぶりつく素朴な香り柔らかな餅

懐かしき母の作りし草餅は平らな面の指のあと三本

草餅を一口食めば香りくるおさなと摘みし蓬の若葉

認知症は神様からのプレゼント受け取るまでは辛き道のり

知らぬまに脳細胞は委縮する身体を動かせ心を動かせ

互いに病を抱える身となれど今は元気よ笑顔で語らう

久々の旅行におさなの高き声風呂に食事に跳ねるがごとく

熱々の煮物入れたる丼を二人のおさなは手分けて運ぶ

美容師のリズムカルなるマッサージ三月ぶりの髪は軽やか

亡き夫は家内のことは人まかせ釘一本棚一枚作ることなく

明るき日々を
加藤富子☆（栃木県）
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先駆けて山肌彩る櫨の見え北窓開ける待望の秋

緊張に膝が震えし運転席の記憶は今も検定車見れば

弾けたる笑顔の隊列よさこい踊りテレビは今年も録画の映像

毬栗の二つ三つを掌にそっと乗せればやわらかき棘

小さなる実を結びたる毬栗の落ちて散らばる木漏れ日の道

我を見て窺うような目を向ける友の飼い猫玄関先に

スーパーの道筋に建つ友の家互いに自粛し今日も素通り

枝先に垂れ下がりいる木苺を摘みて食みおり甘き実りを

回り道すれば熟した木苺を見つけ褒美とワクワクしたり

カーネーションの蕾次々開花してシャイな息子のエールと思う

息子の送りくれたるカーネーション会えない孫の写真も添えて

野あざみの棘の痛さにはっとする花を摘むなと言われた気のして

北海道フェアに小樽ワインの赤を買い自粛の我はすでに旅気分

混ぜご飯タッパーに入れて一人分蓬好きなる隣へ持ちゆく

東屋を覆い尽くして花の咲く見頃の桜に雨降り止まず

歌の友と集いし時は遠ざかり次に会う日も儘にならざる

誘われるも誘うも躊躇うコロナの自粛テレビ中継見つつ花見弁当

陽光桜の満開を聞き訪ぬれど華やぐ花に足りつつ寂し

気に入りの場所かも知れず青鷺は今日も小川の真中に一羽

涙ぐみ感染防止の徹底を知事は呼びかく記者会見に

白梅のひと花咲きて続く花一つとあらず寒波居座る

餌あるか塒は何処に越冬燕よ明日は大寒波襲い来るらし

高く低く飛び交う燕は嬉しげに春のようなる寒中の空

からからと乾いた音で坂道を枯葉は転ぶ風の子のように

杉林の道抜けたれば冬陽射す裸木の林に温もり嬉し

白梅のぽっと一輪細枝に今年の幸運兆す元旦

皇族の定宿なる老舗旅館「城西館」に友と一泊すＧＯＴＯトラベル利用して

歌の友の乗りたる列車到着に胸躍らせて改札口に待つ

自粛の紐少し緩めて歌の友三人集う簡保の宿に

楽しみの一つ増えたる栗拾い靴紐ぎゅっと締めて散歩へ

陽光桜
川上美智子☆ ( 高知県 )

ち
かわかみ み
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それとなく歌に込めたる胸の内喜怒哀楽をそっと言葉に

二人だけのおでんはとても多すぎて子供の居たる頃思い出す

栗ご飯きのこの汁と梨をむき柿を供えて仏前も秋

孫たちの受験に向けて夫が彫る文殊菩薩のお顔優しい

山道を歩けばプチプチ音のする落葉に隠れたどんぐり踏んで

隣りの子蝉のぬけがらくださいと両手にいっぱい持ちて笑顔す

プランターに育てたトマト初採りす小さな赤が両手にあふる

しとしとと降り続く雨ぼんやりと眺めて思う会えぬ人のこと

太陽を手で遮り見る飛行機雲空の白線消えるまでずっと

梅香るジュースを作る準備する母の手順を思い出しながら

田植え前静かな水面に空と雲青と白まで写す五月晴れ

こたつまだ部屋の真ん中片づけのタイミングさえ迷いの五月

散歩する途中で見かけたるモンシロチョウしばらく我と付かず離れず

ざわざわと木々揺れる音鳥の声しばし足止め目を閉じてみる

連休もいつもと変わらぬ日々過ごす花の水やりも楽しげな夫

夕方の五時に流れるメロディーに空見上げればカラス過ぎゆく

山うどの香りと歯ごたえ春の味こどもの頃に知らざりし味

夫婦してティッシュが離せぬこの季節互いに赤くなる鼻可笑し

早咲きの桜の枝先に目白来て絵になる構図携帯に撮る

桜餅仏壇に供え手を合わすもう春ですよと声にも出して

エプロンし手甲もしてひたすらに仏像彫る夫楽しげ苦しげ

鬼は外コロナも外で福は内今年も小声の小さな豆まき

窓越しの光が当たるその場所はシクラメンの冬の指定席

一月の陽だまりに咲くホトケノザそこだけ春の見事なピンク

例年より小さい御重におせち詰め例年にない静かな正月

カレンダーの年明けすぐに丸印めでたくもないが我の誕生日

目覚めても布団から出られぬ寒い朝外ではチュンチュンすずめ賑やか

戸を閉める東の空の満月を夫に声かけしばし二人で

布団から抜け出た時の空気冷え一枚羽織る冬はもうすぐ

カラカラと枯葉は落ちてガサガサと踏まれる音す耳にも秋が

穏やかに
川俣美治子☆（栃木県）

ち
かわまた み
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こ

をととしは夫去年はティタの骨拾ひぬペット霊園に来て

紫外線恐れぬ頃を悔やみをりコロナ禍マスクに増えてゆくしみ

久々のホテルの会食なつかしと孫が頼めり林檎の飴だき

認知症の権威が認知症になる切なき話切なくみをり

新聞の編集手帳を声にしていつよりか読む日課のひとつ

吉原の遊郭のなか迷ひつつ幼く見にし柵の中の遊女

朝早く来てくるる子を待ちてをりこの日三科の予約の病院

訪問の鍼師の好むお茶請けを買ひに行くのも吾のリハビリ

弱かりし吾を案じゐし父の齢はるかに越えて生きをり

八十の半ばを過ぎて禁止なる正坐してをり歌作の清書

大祓の確認表に犬の名を加ふ子のなき息子夫婦は

アレルギーに母の食はざりし鯖旨し独りになりて思ふこの頃

空襲になくしし弟三人の名前かきてみる三月十日

街路樹の桜の花びら絶え間なく転がりてゆくリハビリの窓

予約せし美容院のけふ雨となりはじめて傘をさす歩行器に

日によりて鍼とマッサージを選択す訪問の師とも長くなりつつ

終の日の夫の病パーキンソン病を今朝の新聞に改めてよむ

訪問のマッサージ師と黙祷す東日本震災十年の祈り

和だんすの引き手の音に知る地震遠く住む子を闇に思へり

月づきの歌作に使ふ筆記具におとろへてゆく握力を知る

男性のおもちやと言はるる子の車左ハンドル品川ベンツ

出前館に頼まむ段取り子が吾の手帳にかきて帰りてゆきつ

冷蔵庫の息子作りしとふポトフーを温めて食ふひとり居の朝

コロナ禍の年始に息子夫婦来つ誤えん性肺炎の犬伴ひて

お隣りのあとに建ちたる二軒家の明かり灯れど住人知らず

季節毎のビール券また子に頼む遠慮し過ぎとさうでなき医師

通院の日は遠く車で来てくるる息子を人は孝行と言ふ

紛失の記憶一切なき手帳受け取りに行くタクシー呼びて

リハビリの躰力測定の療法師すぐにはお迎へ来ないと言へり

いち日に三人と会話せよといふ日びなきままに続くひとり居

神津早智子（千葉県）
ひとり居の日々㈡

ち
さ
こう づ
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こ だまたか こ

四十五年の車の運転大禍なく免許返納いよよ今日となる

宇連川の渓流眺め露天風呂に娘とふたり傷口を癒す

検診の結果のよきに長男はハンドル切って湯谷の湯に連れくる

ＭＲＩ画像に術後の内部視る主治医は仕事をしてよしと言う

三十分をＭＲＩのドームに入る結果を案じ目を閉じ動かず

神前に白無垢まとい三三九度孫の交すに幸せを祈る

手術して日の経ちくれば気の癒えて食材買うと嫁に付きゆく

僅かなる手術に苦しみ味わいて三度の大手術受けし夫を想う

療法士の温く大きな手にゆっくりと吾が身解さる術後七日目

主治医より階段上るを勧められ療法士に添われ十段上る

身動きのならず看護師の介助受け病室に味わう寝たきりの辛さ

体にメス入れること無き九十年手術と決むるに不安の過る

脊髄腔造影ＣＴの画像視る医師の面談に手術をきめる

病院に馴れぬ検査を受くる吾に付き添う娘の励ましくるる

酷くなる足の痺れに検査受け腰椎すべり症と診断さる

早朝の草取りを終え家に入れば卓上に朝餉嫁の用意あり

初めての給料もらい内孫の「おじいちゃんに菓子供えたよ」と言う

馴れぬ手に野菜を植える床作り終りて息子は「土いじりもいいね」

眠るともなしにラジオを聞きおれば東北に地震と慌しき放送

豆まきの鬼に泣きたる孫なりき運転免許の合格を告ぐ

八年乗りし愛車手放し駐車場に夫の車と在りし日遠退く

スーパーに魚の調理頼みたるをすっかり忘れ思い付く日暮れ

独り居の鏡開きに喉越しの妙に気になる汁粉の丸餅

「冬雷」の一月号は表紙絵に紫陽花円やかに咲かせ届きぬ

耳鼻科医院に今日行く元気を充電し寒風の中ペダル踏みゆく

コロナ禍に夫の三回忌案ずるも親族集いて正信偈誦す

嬰児を抱けばじっと見つめくれ喃語を語り笑みてくれたり

「おばあちゃんヘルメットめちゃ格好いいよ」
「気を付けて行くね」光る自転車に

長男の電動自転車買いくれぬ思わぬ優しさ素直に頂く

免許証を返納して過ぐる二週間動けぬ不便を明け暮れに知る

免許返納
児玉孝子☆（愛知県）
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さい か

ここだくの実の重なれる富有柿いろを増したり葉をちらしつつ

庭の草蝉の抜け殻抱きつつ風に揺れをり暦は九月

切られたる萩の根元に出る新芽そのたびに摘む出るたびに摘む

コリウスの葉の白の斑のところだけ齧るのはだれ君かバッタか

この夏は花の目立たぬ植物が玄関先に集まりてをり

あれを植ゑこれら植ゑたる玄関の鉢みな小さき花穂を持てり

園芸の短大のそば通りたる縁に貰ひし瑠璃柳咲く

瑠璃色の実がなることを花の名に添へて伝ふる瑠璃柳の実

その名前はじめて尋ねられてをり薄紫に咲く瑠璃柳

ミニ薔薇の白が二度目の花ひらく花びら梅雨の雨を溢して

富士山より放射されたる姿にて五本の雲はほどけつつゆく

白妙の雲を生みゆく飛行機の先に薄墨色の富士山

ふたつ共いただきもののシンビジューム咲きてくれたり何年ぶりか

手入せず過ぎたる二つのシンビジュームあかるき緑の蕾を付けつ

春蘭の蕾たしかにひとつなり一つをひらき花の終はりぬ

水仙の今年は咲かずに盛る葉を三つ編みにする二つの株に

こぞあまた咲きける牡丹のこの年はふたつ開きてすぐに散りたり

切り戻しの技ユーチューバーに教へられ倣へばビオラ再び咲けり

試したる鉢のビオラの切り戻し黄と紫を開きくれたり

足早にサンダル履きの人がくる富士の入日を見ると言ひつつ

ハナニラの未だ蕾のなき株を移植して待つ咲きくるる白

遥かなる富士のラインの穏やかに茜の中に影となりゆく

富士山の写真を撮れば富士山は小さくちひさくスマホにをさまる

日が落ちるころにカメラを据ゑる人ゆくたび出逢ふ富士見の畑

富士見ゆる畑に着けば茜雲消えて終ひつ山山の峰

カーテンの向うの雲の茜いろ富士をみにゆくあの畑まで

霊園を隔てる樹木のその向う街の灯りとシルエットの富士

富士みゆる畑にくれば沈みたる僅かのひかりを纒ふ富士山

朝より雲なき彼方の富士のやま白妙ふえて年あらたまる

今朝の冨士みましたか雪を冠つてました声たかくなる朝の挨拶

春蘭と富士
齋鹿ミヤコ（神奈川県）
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さ おと め

午後四時の西日に映える柚子数多風に揺すられ輝きており

稲の穂が黄色くなってそよ風が揺すりゆらゆら細波のよう

バイパスを西へ向つてひた走り色取る田畑車窓に見つつ

買物を済ませた孫が彼岸花見に行くかいと伊勢崎目差す

爽やかな緑に囲まるる池の中緋鯉真鯉が近寄ってくる

買物を済ませた孫が出流原方面にでもと西へと向かう

長茄子が毎日生って早朝に楽しみながら収穫をする

ミニトマト数多に生って食べきれぬ隣りに分けて食べてもらいぬ

爽やかなそよ風吹きてキンカンの白い小花が朝日に映える

何時の間にキンカンの花咲いたのか嬉しくなって生るのが楽しみ

菜園のむしれぬ草を除草剤まいてもらって安心したり

伸び伸びと茄子の花咲きしっかりと長茄子一つ取れて嬉し

ツツジ咲き小さな庭に紅色の花が明るく輝いており

二階から見る四季咲きのバラの花そよ風に揺れ輝いており

城山を通りから見るツツジ咲きそよ風ゆすり花花映える

帰り道木立の繁るくねる道窓外見つつ田沼へ下る

買物をすませ長男唐沢へ行って見るかと北へと向かう

ウドの葉が出てきてしまい土かけが大変なので収穫をする

渡良瀬の土手に咲いてる菜の花が車窓に見える一面黄色

スーパーで買物すませドライブをしようと孫は西へと向かう

ふんわりと丸い形に整理され梅の花咲く香りの中を

足利へ向かって走る美術館庭園見たいより道しよう

人形の供養願いてほっとして食事しようかなに食べようね

ばあちゃん人形供養に行こうよと孫に誘われ宇都宮目差す

あちこちと回りてくれる長男がフラワーパーク見えるだろうと

道の駅のイルミネーション白鳥やサンタクロース色あざやかに

夜の町ドライブしよう家族してイルミネーション佐野駅めざす

友が来て食べたかつたと持ち帰る柚子を砂糖とハチミツ漬で

高高と生りたる柚子を長男が枝切り落し数多おちたる

重たげにミカンが下がり色付いて食べられそうかそっと触れ見る

思い出
早乙女イチ☆ （栃木県）

158
作品二
自選 30 首

159

さ とうやす こ

釧路川映りてをりぬあのあたり熊牛原野したしきところ

父親と兄弟たちの使ひをりしあの計算尺はどうなつたらう

母の言ふはくせこ実は「白雪糕」長きにわたる謎の解けたり

はくせつかう

葉を摘めば茎に残れる唐辛子青より赤へ魔除けとなりぬ

中秋になほふえて咲く朝顔のけふ満月に明るさつなぐ

日の暮れて東京タワーに血が通ふ３３０ｍわがラッキーナンバー

立ちあがる蔓としだるる蔓からみ撚りつよくして咲かす朝顔

われに手をそつと当つるはお誘ひの常にてけふは爪痛き猫

機関銃の勢ひをもて朝顔に水を遣る子は夏のおやすみ

萩叢に猪ねむると花札の話になりて萩のまへ去る

「潮騒が聞こえていいですね」「海鳴りです重い音です」

鎌倉の寺の小山の墓かこむ笹鳴らす風ききにぞゆかな

わらはめが「やっぱりバニラ」など言ひてアイスクリームに頷きてゐる

やまごばう昼顔そしてわるなすびほんの近くの店までの道

「ぼうたんの存ぜぬやうに」は気をつけて移植せよとふ奥方の弁

淡淡と咲く昼顔の漢方に使はるといふ役を持ちをり

きのふけふをととひまでも繋がりてこのことあのこといつのことかな

ガラス戸に向きてしばらく踊りたる子がバイバイす写る自分に

校庭の厩のクララに掛かる声どこふく風とまなこは寂し

八個盛り二百円なる百合の根を日替はりにして汁粉に終はる

いつ開花いつ満開といへるなか柳いぶきて風となりをり

果つるときあるやあらずや底なしの怖さを秘めて揺れのつづけり

気弱なる光さしゐる海の丘余命みじかき人を訪ねつ

空間がもつたいなしといふはなし聞きつつちくわに胡瓜つめをり

ジャニーズの男の子たちが次次と壮年になり追ひかけてくる

赤のままそれのみ生ふる家のあと住みゐし人はおばあさん一人

「燃やすのは魂だけ」と訴ふる消防署員求人広告

くるま用ひと用信号みな赤になる交差点に枯葉しづまる

黄菊咲く野菜畑のそちこちにただ野放図に乱るるままに

海までの坦坦たるを記憶する釧路川には「母なる」が付く

赤親し東京タワー
佐藤靖子（東京都）
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すず き かず こ

あああああ鳴きつつ飛びてゆく烏からすも発声練習すらし

同じ頃越し来てよりのお隣りの妻が逝きたり六十六にて

園児らの小き畑の番をする案山子のウィンクする目に会ひぬ

水溜りごとに幼が長ぐつに水はねてをりああ楽しさう

暑さにて気力出ぬ日びカンフルの効果をくれつ友のたよりは

黒ぐろと垂れ籠め不安かきたてる雲ありわれの帰る方向

入院の出来ぬを自宅療養と言ひかへられて人の死にたり

対象は五輪に係はる人と知る安心安全われらにあらず

思ひなし元気足らざる声に鳴くけふの烏は吾に似てゐる

道のべに摘みたる松葉ウンランのかそけき花にあふ一輪挿しは

太古より形変へ来たるウイルスは打ち勝つ相手であるはずのなし

めだか算などと言ひ容器ふやし飼ふめだかの絶えつ姉逝きし冬

川岸を覆へる草の中に見ゆる摘みたき花はフェンスの向かう

控へ目にひそかに銀らん咲きてをり金らんの黄に少し遅れて

雪解けを待ちふる里に垂乳根の母を納めき震災の年

至れりにとどめ尽くせりまではせず夫へのわが係はり方は

ふんはりと席あたたかき暖房に今朝の寒さのやはらぐ車内

飼主と犬とゆきたき先違ひどちらに軍配あがるか見をり

大方がシャッター下ろす二車線の人なき通り真すぐにのびつ

おだやかに晴れて風なき元日の川べり歩くいつものやうに

葉を落とし清かになれる枝の間にどこまでも澄む冬の空あり

目の合へる白く小さき犬がわがそばに寄りきて歩み止めたり

川岸の丈高き草刈られゆく辺りに草の匂ひ残して

スペインに着きたる朝母の死を知りつあれから今日で十年

さざんくわの丸く刈られたる中にこゑして顔出す雀数羽が

生垣として平らかに刈られたるアベリア平らに咲きて散りたり

しやがみ込み動かざるまま抱かれゆく犬をり犬猫病院のまへ

子らまでが日常マスクをする暮らし育つ心の障りになるべし

生きるとは誰かの役に立つことと読みぬああわれ生きてはをらず

われの影よぎりて鳥の影がゆく影は心のうちを映さず

小さきもの
鈴木計子（東京都）
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たか た かず こ

桜の葉おほかた落ちつ錦繡といはるる色を今年は見せず

ちかごろは教会の鐘聞こえざり聞けば心が澄めると思ふ

わがからだ猫毛猫背と蟲歯あり足に魚の目タコありをかし

生真面目な夫が孫のままごとのグラタン食べて茶を飲みてゐる

まばたきのその一瞬も危険とぞ目が大事とふジェットパイロット

颱風の去りたる後の強風にさんばら髪のまま街をゆく

脚立の上に背のびして電球をかふる家事などそろそろ限界

山鳩のことば知りたし五日ゐて姿を見せず声は去りたり

月いちど行けば必ずゐる母へ十余年行きき終りがありき

細編を石垣編と言ひし母アクリル糸のタハシを呉れき

半袖を着るかと言へばみんみんが鳴き出したらと息子が言へり

ドタバタと夫あるけり脊椎を二回治して暮らす足音

こぞの秋ひろひしどんぐり発芽して櫟の若葉鉢にあり

ポイ捨ての火のつくたばこ蛾の巣など黒きスニーカーで踏む朝掃除

部屋はしる青葉の光に染まりつつ新茶を入れて柏餅食べる

けふ孫に谷川俊太郎作の絵本みす「もこもこもこ」と文はそれのみ

子が吾にさかづき半分つぎ呉るる王禄を好くと銘柄いひて

ちりとりをこぼるるほどの花びらを掃かずにをはる今年の桜

こずゑまで桜咲きたり絵はがきの如き青空なんとつまらん

釘を打つどこかの家の槌の音ときどき休む三三五拍子

節水が四十一パーセント出来るとふ流しの蛇口買ひ来て替へつ

通学の少女ら行けり差し来たる朝日に靴のかかと光りて

トラピスト修道院が売る菓子の袋より出づ祈りの空気

歌ふたつ出来て覚むればうたたねもまるきり無駄と言ふにもあらず

ぼたん雪ふるなか夫かへりたり貰ふ胡蝶蘭と雪のしろたへ

とびきりの群青色が写る窓ひとり見てゐる夜の明くるまへ

一週のはやしと思ふひと月は尚はやく過ぎ歌稿を急ぎぬ

月みれば声さへ聞こゆ星みると何ゆゑさびし小さき光を

玄関にきのふ柊けふ桜いちまい落ちつ便りのごとく

いたどりが花葉茎みな褐色のひといろとなり揺るる土手道

髙田和子（東京都）
胡蝶蘭と雪のしろたへ
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一月振りに妻の畑の野菜食ぶ旬に向かひて甘く柔らか

夜毎来て畑を荒らす猪を追ひ払ふ煙火今夜も鳴れり

猪を追ひ詰めて駆除せむとする銃声六発午後里山に

中学生の絵馬奉納し志立つる慣ひの夏季例祭ぞ

「おのもおのもの志成れ」中学生の名をば読み上ぐ宮司祝詞に

上昇気流立たざる中と空中散布の機音聞え来朝餉しをれば

ミネラルを含む肥料を撒ける畑胡瓜・赤茄子も緑色濃く

棚の上まで伸びたる胡瓜背景に真赤きポピー朝霧の中

コロナ禍の収束あつといふ間かもワクチン接種進みて行かば

案じたるワクチン接種終りたり針一刺しの痛み残して

ワクチン接種受けむと出で来梅雨入り前の植田の緑まさる野を越え

地域と農に拘り来たる生き方を変へねばならず老いと病ひに

最上川の豊けき水を引き入れて水尻の田より水掛くる今は

パイプより噴き出す水もて灌漑す代掻き前の田に人影のなく

初生りの胡瓜供ふる妹は父帰還せし戦後の生れ

産土神の社務所の前の陽だまりに枝垂れ桜のいち早く咲く

菩提寺の護持会幹事五十一年務め息子に託すコロナ禍の春

三分咲きの紅梅の枝の間より蔵王の銀嶺かがやくが見ゆ

春先にふつと食べたきもの浮かぶ梅干し、するめ、蕗の薹味噌

窓越しの日差しを受けて膨らめる桃の花芽に桃色覗く

戦勝の神と名を馳する産土神に母子拝がむ受験期近く

良からぬことの余りに多き歳逝きて節分に降る雨をよろこぶ

久し振りに全天晴るる午後の陽を浴みてかがやく蔵王連山

花水木の混みゐる小枝に消え残る雪の塊花咲くごとし

病みをれば心の暗むこと多く目覚めて先づはカーテン開く

四週間の抗癌剤を飲み終はす寒に入る日の蔵王山晴る

記録的大雪被く庭の木々丑年なるを肝に銘じて

コロナ禍の燃え尽き失せよ産土神の元旦祭の篝火盛る

抗酸化力強き野菜を摘み取りて朝々煮詰む野菜スープに

抗酸化力強き野菜と教へられ畑隅にアマランス大葉など植う

武田清一郎（山形県）
コロナ禍、農と地域と
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た

ハエトリグモ見かけて何時も摩訶不思議思はぬ幸に巡り会ひたり

水引の赤と白とに猫じやらし挿して和みぬ庭のくさぐさ

それぞれに出かけて一人となる部屋に二十の頃を思ひ回らす

群れて舞ふ庭の蜻蛉の暫くをただただ無心に見上げてをり

「ありがたう」人に言はれて大切に心にしまふ育てていかむ

筆箱を買ひきてそつと置きくるる夫の気遣ひ嬉しく思ふ

茶を飲める部屋の網戸に止まる蟬ハラふるはせて暫しうたひぬ

遠く住む子より電話あるたびに夫と安堵の茶を飲めり

菜の花をかかげて幼の蝶を待つその背に祈るとまれとまれ

菜の花を束ねて幼の蝶を待つ静止せる背を遠くに見をり

お幾つと問はれて答ふ八十と実感もてずに齢かさねつ

四週に一錠服用うつしみの骨を守れるその名ボノテオ

細りつつ芽吹く古木の夏椿ふれて思ひぬ我が家のたから

やがて芽の出揃ふ頃と思ひつつチューリップの絵に色ぬりをせり

左手のしびれ度たび感じつつときに思ひぬいかなる終焉

絵馬の牛伊勢のみやげの嫁よりの品の慈愛につつまれてをり

冬の夜はゆたんぽ入れてくれし母ていをん火傷の跡ほのぼの

あらためて母と歩きし雪の夜を思ひめぐらす今宵の吹雪

舞ふ雪のすべてに心あるものと思ひて見をり委ねてみたく

笹藪に降りつづく雪ゆるるさま思ひ出すたびせまりくる静寂

高校の孫の庭を巡りをりまぶしみやまずそのうしろ背を

とくゑさん吾の名ながく呼ばれきて淡き感慨ゆれやまず

けふ母の祥月命日先づ点す仏壇につぶやく震へる寒さ

優勝の割引セールと連呼する青年のこゑに後戻りせり

登校する孫に朝あさ辯当を渡して見送る角まがるまで

霜月となりてなほ生るピーマンを採りつつ一言礼を言ひたり

草を取る近くにチィと鳴く小鳥しばらくゐてネお願ひよ

あやとりの紐を貰ひてあれこれと思ひ出しつつ大方わするる

惜しみつつ間引く大根すでに根の長くながく意外なほどに

窓に見る十五夜きよし限りなく委ねて暫し時を忘るる

蟬のうた
戸部田とくえ（福岡県）

べ
と
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とよ だ しんいち

同部屋の患者同士は無言なり重度の病の先が見えずに

暑き夜にこおろぎ鳴きて涼しさと秋の気配を感じ安らぐ

蚊一匹隙間をぬって玄関に入りてわれはおおあわてする

真夏日の午後の散歩で汗だくなり縁に坐りて冷水を飲む

つる伸びて胡瓜一本二階に実り手の届かずに見上げるばかり

えさもらい土遊びする雀等が飛びはねたりしてちょこまか動く

葉の陰に育ちすぎたる一本の胡瓜がつるにぶらさがりおり

田植え前の田に水張ればかわず鳴き風に流れて合唱となる

あやめ咲くまでは遅くて待ち遠し散るは早くて惜しむわびしく

つんつんと茎立ち並ぶあやめの群れそのいきおいに力をもらう

立ち並び色あざやかに咲くあやめひとつの茎に三つ花開く

ジャーマンアイリスふくらみ始め咲く時期を春の陽ざしを受けつつ知らす

春雨が土砂降りになり首たれるジャーマンアイリス我慢のしどき

宙に舞い名残りを惜しみ散る梅が落ちたるところ踏み越え歩く

むき出しの桜の根張り日に耐える我も生きたし何事もなく

ふきのとう衣で揚げればほろ苦く自然のめぐみありがたきなり

強風に追われて進む散歩道下り坂には踏みとどまれず

視界ゼロ娘の家より帰る道畑の土を東風舞いあげて

おだやかな春の陽射しをあびながら紅白に咲く隣家の梅が

ままならぬうでに装置を装着す望む場所には骨と皮のみ

もらいたる花が玄関に咲き競う金婚祝い正月祝い

年明けに散歩する道人の無しコロナ感染日増しに増えて

水仙のつぼみふくらむ十二月寒さを知らぬ咲く前の花

我が市にもコロナ患者が増えつづく終息願うが何年かかるか

久しく会わぬ妹の電話に涙ぐむ残る兄妹ふたりになりて

風呂に入り肩うでの痛みやわらげる伸ばして縮めて運動しつつ

横寝斜寝痛みのつづく夜ごとに薬は効かず自力療法す

馴染みの人と朝のあいさつ心地良く互いに笑顔散歩の道に

足手術家に帰れる喜びが退院直後転院となる

あけきらぬ苦悩のはてにあきらめあり健康になる課題の多く

豊田伸一☆（茨城県）
蚊一匹隙間をぬって
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なが の まさ こ

改めて購入したる冷蔵庫の容量は三分の一ほどになる

予算無きイベントのチラシ原稿は我の手書きにて心を込める

隣町の月見イベントに誘われて我が町の商店街承諾す

商店街でワクチン接種を推奨し完了者に配るバッジ作成す

夏休み謎解きイベントのチラシには商店街の店舗名多し

少子化の影響か町の子供会登録数は右肩下がり

「しょうこつきょく」という言葉に戸惑えば先生は「踵骨棘」と書く

土踏まずの痛みは踵内部にある神経の炎症と診断される

皮膚科にて魚の目取りて帰れども土踏まずには痛みの残る

手首痛み痺れる我に手を貸すと手伝い呉るるシェフの友来て

痛み癒えぬ弟の仕事を引き受けて朝から夜まで働き続ける

手術終えて無理やり退院タクシーで帰る弟呆れる義妹

鼠径ヘルニアと判明したる弟の手術日決まり入院となる

友は吾に誕生月だがおとなしくするのがいいと占いを伝う

耳慣れぬまん延防止政策により再び時短午後八時まで

イベントが無事に終わりて誕生月の四月は仕事に気合い入れ直す

模擬店に娘が手伝いに駆け付けて売場の接客スムーズになる

二年振りの商店街のイベントに心ワクワク準備が進む

開いていればこその小さな個人店夜の休業どこも厳しく

料理屋の店主は予約無き時の夜休業を寂しげに言う

一月の緊急事態宣言に我が店の夜の営業変る

新年の昇殿参拝は貸しきりで商店街の三人のみ参列

元旦の帝釈天は参拝者の手と全身に消毒液を噴霧す

決定はホームページで公表され牡丹町笑栄会の記載あり

イベントはオフピークの来店でシールを集め景品獲得

コロナ禍で来客減りたる商店街に補助金出すと書類の届く

動けない母と認知の父の世話ダブル介護で疲れの溜まる

半月後全治二ヶ月腰椎の圧迫骨折と診断される

飛び起きて隣の居間へ行きみれば母倒れおり洗濯物と

幅をとりいたる冷蔵庫小型化し作業の動きスムーズになる

永野雅子☆ （東京都）
私は私の道を行く

172
作品二
自選 30 首

173

ながみつとく こ

秋晴れに自粛生活ぬけ出して高尾山へと車走らす

霧雨の庭の小さなテーブルに金木犀の花散り積もる

サルスベリ此の家と共に植えられて歴代の猫好みて登る

四日前突然電話をくれし姉「大丈夫かい」と優しきあの声

兄弟の最後に残りたる姉の死を早朝に聞き唯々悲し

在りし日に夫の植えし芍薬に赤き花咲き朝露溜まる

夕ぐれの塒に向かうハシブトガラス低空飛行の羽音が聞こゆ

麦飯を炊いて山芋すりおれば「美味そうだな」の声は空耳

彼岸なれど墓参叶わず仏前に夫好みの料理を供う

春の陽に背中押されて野川行けば鴨の親子が流れに浮かぶ

コロナ禍に少年院は静まりて正門前の桜散りゆく

福豆を急須に入れて福茶を飲む湯気の向こうに団欒過ぎる

小声にて独り豆まく吾を見て写眞の夫は少し笑いぬ

生垣の山茶花散りて紅い帯箒を置いてスマホを構える

逞しき若草の香は土くさく粥の白きに緑の映える

霜おりた地面にはりつく若草を一日遅れて朝粥に炊く

七草の粥にと庭に残したるナズナとハコベ摘むを忘れる

小寒を迎えた朝はどんよりと底冷えのして漫ろ淋しき

冬枯れの色彩のなき庭隅に水仙一株色うすく咲く

密をさけ娘夫婦とひっそりと法事すませて冬空仰ぐ

コロナ禍の息づまるような今生を知るや知らぬや仏の夫は

年末の東長寺の庭清々しく三回忌のお経墓石に染みる

道の駅を出ると夕日は山の端に高尾の山並みかすかに赤く

存分に山の空気に満たされて家に戻りてメダカに「ただいま」

参道のみやげもの屋の名物の饅頭買いてハンドル握る

コロナ禍で帰国の出来ぬ娘には「麦トロ御膳」の写メール送る

燃えるようなモミジの下のベンチにて遥かに霞む我が町眺む

自信なく百八段の階段は見上げただけで「女坂」のぼる

杉並木の観光客は疎らなりマスク外して深呼吸する

ケーブルカーより眺める山は秋深く枯れ葉の匂い風に運ばる

東長寺の冬の空
永光徳子☆ （東京都）
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この狭き道で観る月いつだつて微笑み待ちてくるる心地す

頬紅の代りにピンクのマスクして楽しくしつかり感染対策

まろやかな形してゐる球根に微笑の出づまだ頑張れる

触れられぬものと知りても指伸ばす満月月暈つめが明るむ

曼殊沙華見て思ひ出す引き出しの奥に眠れる線香花火

夏草の枯れて水面があらはるる川辺に束の緋の曼殊沙華

ワクチンの接種すすみてストリート・ミュージシャンたち夜に戻りくる

密を避け出かけるルートを考へる遠回りもよし途中下車でも

曼珠沙華咲きそろひたるといふニュース行きたき場所のリストが増える

ワクチンを打ちてふらつく帰り道むくげは今日の花を落とせり

屋根があり鍵かけられる部屋にゐてタオルケットは吾が繭となる

住む場所と食べる事には困らぬと蜘蛛はじつとす巣の真ん中に

葉が密に繁る木のした夕立が弱まるまでゐる蜘蛛と一緒に

今だれかどこかで泣いてゐる気のす紫陽花の藍あはく滲みて

紫陽花の毬に触れればひんやりとつたはる雨の雫の温度

八重桜咲く鮮やかなその下へ吸ひ込まれゆく朧月夜は

どこまでも遠くに強く歩けさう桜並木に広き青空

型崩れせずに桜は残りをり昨夜の強き雨あがる朝

けふは今日あしたは明日のさくら色いやなことなど忘れてしまへ

かたばみは葉と花を閉ぢ眠りをり零るる桜の花びらのせて

祖母ははと継がれてきたる鱈ちり鍋こよひは食すわたしの味を

春用のマスク作らむやはらかなマカロンカラーの生地水通しをす

「不安だ」と言へば「わたしがゐますよ」とスマホは子守歌うたひだす

故郷は梅の綺麗な水戸ですと言ふときいつも誇らしくゐる

美しく梅咲く街に住む母に会へるのはいつ莟に問へり

俯きて過ごす吾が日々顧みるマスクを外す梅のたもとに

真綿色してゐる梅を見上げれば深くゆつたりなりくる呼吸

ふうはりと消炭いろの空ともす八分咲きなる白梅の花

スニーカー履きて真夜中いそぎ足ことしの梅を見逃しさうで

壁のうへ小き蠅捕蜘蛛あるく梅のほころび始むる夜に

月の夜、花の朝
中島千加子（東京都）
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なかむらてつ や

がんきやう

人が皆マスクせざりし昨年と変らぬ込み合ひ電車に戻る

結局は夜遅くなる再びの時差出勤を言ふ社員無し

全国の新型コロナの広ごりに帰省出来ぬと早々告げる
親がまだ健在なるに一年も帰省の出来ぬ年のあるとは
帰省せず年末年始を独りにて過ごせり故郷を離れて初に
ネットにて確保目論む節料理検索するも売り切れ多し
売り切れの表示あまたの節料理一人前の欄はなほさら
関西の洋食店の節料理三十一日やうやく届く
母が焼き送りくれたる鰰の味確かめて正月来たる
夜更けて寝ねむと思ひゐたるとき突然の激しき揺れに驚く
部屋揺れて程なくスマホに届きたる地震警報遅しと思ふ

地震後に眠れずをれば午前二時ヘリの飛ぶ音遠くに聞こゆ
この揺れは大震災の余震とぞ十年経ちても収まらぬらし

会社への休みの連絡終へてのち眠りたるらし十二時を過ぐ

接種後の二日目頭痛は収まらず行く気も失せて会社を休む

接種後の一夜明くれば注射せる左の腕は熱く熱持つ

二回目の接種の後の発熱を予期して事前にカレーを作る

昼休みサイト覗けば明後日接種可見つけてすぐに予約す

やうやくに予約サイトに繋がるも接種可能日もはや空き無し

ネットでのワクチン接種の募集の日開始後すぐに回線が混む

故郷の盆の祭りも中止なり我の帰省もまた中止かな

仙台市博物館の特別展ポスター見掛く久方ぶりに

この年の健康診断マスクして測るウエスト九十を越ゆ

引き綱の不自由あれども一様に犬はマスクを着けず歩ける

昼休み会社を出でて公園に楽しむ僅か五分の花見

コロナ禍のフランチャイズの珈琲店午後九時業者が掃除を始む

二
( 月十三日

ラインにて打ち合はせをする必要に迫られたうたうスマホに替へる

県外で食事し来たる内科医が故郷初のコロナの患者

並ばずに座りて食める店先に人の増えきてそそくさ出づる

マスクして息吐く度に眼鏡のレンズの曇りに歩めず止まる

コロナに地震
中村哲也（宮城県）

)
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にしむらくに こ

金木犀にほひが運ぶ遠き日は運動会の母の巻寿司

真新しき国語辞典の手に馴染むらふけつ染めの父のブックカバー

引き方を初めて父に教はりし国語辞典は書棚の端に

目覚めるはありがたきことと言ひし母窓を開ければ今日の風吹く

幼なる面影残る横顔のセーラー襟に跳ねるポニーテール

ワクチンの接種のち先づ美容院ショートカットにしてパラソル開く

空になる燕の巣を見上げつつ窓に寄り鳴く今朝の親鳥

夏休み川まで駆けゆく麦わら帽子畦道渡る夏草の匂ひ

接種のちしばらく坐りて窓のそと入道雲が小さく湧き立つ

庭先の蛍ぶくろに似るかたち鳴る音深き孫の風鈴

足裏に土の道が心地好く遠回りして岸にそひたり

稜線に光を集めて沈みゆく石のベンチに温もり残して

壁紙のストライクゾーンに貼るテープそのままにして孫は伸びゆく

渦巻きの蚊取線香燃え残る灰も渦巻き形のままに

道端のくぼみに残る綿毛摘み息いつぱいに風に乗せやる

山椒と蕗の佃煮母の味里の息吹があふるる道の駅

音のして落つる侘助手に乗せて形のままに浮かべる蹲

蝸牛宿るあぢさゐ表紙絵に友の重ぬる古代紫

姉の背を幼のころから追ひかけつ秘めたる念ひ女孫の選択

古里のどこか懐かし匂ひ残し暖炉の煙が空へ立ちゆく

一幅の掛け軸に添へし父の筆「漓江下りの旅を記念して」

凍て土がゆるみて出づる淡みどりスノードロップいつもの場所に

新年を祝ふ汽笛が鳴り響く神戸港から夜空渡りて

ほんのりと香り漂ふ湯気の中柚子が寄り来てまた離れゆく

背伸びして最後に綿の雪を置く父と飾りしクリスマスツリー

クリスマス近くなれば山に行き父はツリーを背負ひ帰りき

北摂の山並み続く古里へ生家を守りくれたる弟

マスクして列に並びぬ密さけてこれが最後か免許更新

若き日の記憶を辿りて路地曲がるタイムスリップ神戸北野坂

群青の空に輝く一つ星枝葉を広げる黒き木の間に

群青色
西村邦子（兵庫県）
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こ

小学一年の子を病院に送りし日帰るわれらに手を振りをりき

中天に十六夜の月赤々とコロナ禍の世を無気味に照らす

十六夜の月を仰ぎて立つ庭にすだく虫の音透りて聞こゆ

一度だに思ひ及ばず過ごし来て老々介護の幕開け今日は

院内の隣病棟より聞こえ来る生れたるばかりの赤子泣く声

「限界」などと決して言ふまい支へ合ひ老々介護へ踏み出す一歩

福島よりはるばる見舞に来たる娘よ面会ならず淋しく帰る

落柿舎に旅せし友より賜ひたる土鈴を今も大切に持つ

十一時間を費やし切除されたるは拳大なる舌の肉塊

麻酔より覚めざる夫の顔を撫で「お疲れ様」と労ふわれは

長い長い一日は暮れて午後八時手術は無事に終ると告げらる

手を小さく振りて手術室に向かふ夫「頑張つてね」とわれも手を振る

「舌癌です」告知に夫は付き添ひのわれを振り向き言葉の出でず

今日ひと日精一杯に咲き誇るハイビスカスの紅悲し

姫小百合の花のかすかに揺れ咲ける鳥原山に夫と憩へり

岩はぜの赤き実熟れる尾根づたひ息切らしつつ夫と登りき

姫小百合今が見頃と古里の友より届く花の絵葉書

カンパネラの曲を演奏なす指が鍵盤の上を烈しく走る

鳴り止まぬアンコールに応へ三曲をも奏でくれたる辻井伸行氏

鍵盤の上を飛んだり走つたり辻井氏の十指自在に踊る

雪被く牡丹の枝に小さなる赤き芽動き春の立つらし

足の爪切りつつ浮かぶありし日の母が諌めし夜爪切るなと

夕星と程良き距離を保ちゐる澄みたる空の冬の満月

初冠雪の大朝日嶺を望みつつ枯葉敷きつむ山路登りぬ

冬ざれの庭に残れる南天の赤き実に積む今朝の初雪

鼻の上に皺寄せ笑ふわれの癖ときをり友が諌めて笑ふ

「山形県在籍者です」貼り紙を掲げ追ひ越す世田谷ナンバー

鎮もれる橅の林を登り来て仰ぐ月山の新雪眩し

小児喘息に苦しみたりし末の子よ今健やかに五十歳迎ふ

養護学校に学びし吾子の歳月を思へば切なし涙あふれ来

赤子泣く声
早坂冨美子（山形県）

み
はやさか ふ
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ひろ の けい こ

晴れた日に歌うたいながらドライブす自粛の今の気の晴れるとき

朝日さす角度変わりて季節知る家取り壊されて空広し

庭に出て思いもかけぬ涼しさにコロナの夏の終りを感ず

葉も花もうなだれている夏日中縁側熱く素足が焼ける

爆音に目覚める深夜一時半不安感じる基地のうごきに

沿道のドンキホーテの大窓からのぞき見できる基地はアメリカ

完売の新築マンションの屋根近く着陸態勢で軍用機飛ぶ

あれもダメこれも控えよ言われるままの一年余考えることの重要さ知る

晴れ間あり母の祥月命日に信濃町まで墓参りする

毎日の暮しを詠みて幾年を過ごし来りぬ進歩は遅く

アジサイの花盛り過ぎ梅雨さなか長靴履いてゆっくり散歩す

梅雨入りの宣言もなく夏日なりあたふたとする衣替えなど

待ちかねたタイニーパール花開く去年の母の日届きたる花

路地挟み群れ咲く花は昨日にも増して色濃き紫陽花

コロナ恐れオンラインにて講座受け改めて知る学ぶ楽しさ

空高く青く広々どこまでも此のすがすがしさを心に持ちたし

丁寧にあく取りをしてあめ色に煮上げた皮は天日にひかる

上品な果肉味わう暇もなくピールつくりに気持高ぶる

淡々と悲しきことを伝え来て共に驚き泣くこと出来ず

年末に続いて友の逝去あり気持の整理追い付かぬ日々

支部会も休みになりて頼りなし手探りで歌詠む一年進歩なく

冬雷に様子気になる人のあり名前探してまた繰るページ

冬枯れの庭に芽が出て次々と土を持ち上げ春に近づく

「うつしたら」そんな言葉で行き来なく挨拶はライン子も嫁も孫も

日の出より早く戸を開け空仰ぐ明るさ青さに今日を占う

保護されて立てず歩けず名も言わぬ人あり黙ってご飯食べいる

満月は耀いて穏やか基地近く今夜も響く飛行機の爆音

来年はどうなることか悲しいが道具持つ手の衰え確か

落ち葉踏む初冬の庭に常緑のツバキ山茶花美しく咲く

義妹が突然逝きて電話あり何がなにやらただ動転す

慌しかった一年
廣野恵子☆（東京都）
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ふじ た なつ み

草を引き栗を剥きたるわれの手の指紋認証スマホは拒否す

紫蘇の実とバジル茗荷は生のまま缶ビール開けるひとりの時間

曇天の凪の昼間の畑仕事サクリ噛みおりナツメの甘味

寿司めしに乗せるままかり柿の葉をくるりと巻いて一晩寝かす

蒸気あげ匂う栗飯手の指に傷と灰汁とを少し残して

露残る畦道行けば長靴の畑の泥は払われいたり

草花におのずと好む所あり踏みゆく畦のはや秋めきぬ

年毎に届けくれたる人はなく供養になると蓮田に踏み入る

蓮の花届け呉るる人急逝し誰も摘まざる花蓮盛る

麦藁の螢籠編み竹ぼうき担ぎ走りき加茂川の土手

瀬戸内の広がる空と青い海長きトンネル抜ける向こうに

定番のカレー肉じゃがおやつにはスイートポテトガレットフライ

取り来たるわらび筍ふき山椒蒸しあがりおる山菜おこわ

今晩の馳走に少し多すぎる蕨干す庭カラスが覗く

三枚に下ろす真鯛は炙り締め雛の祭りのばら寿司に乗す

躓きて「夢が消えた」と溜息す十七歳よ雛を飾ろう

アクセルをぐいぐい踏んで県境へ誰も知らない今日のわたくし

如月のひだまりの中注連縄を綯わんと翁等ござ敷く庭に

大寒の旨み閉じ込め太りたる大根切りぬ水滴るを

回覧板「本日葬儀終えたり」は人を走らす午後八時過ぎ

沓脱ぎに師走の日差し温ぬくと稲藁綯う夫手に唾つけて

柿みかん皮の干あがり唐辛子昆布も入れる白菜漬けは

太りたる白菜を割り日に干しぬ重石も桶も並ぶ軒下

トラクターの横に置きたる段ボール土産の柿を娘の忘れゆく

両腕に力を込めて踏ん張りて大根を抜く児太きを選び

「大きいよ」「梨のようだよ」夫を呼ぶ馬鈴薯掘りの孫達の声

駆け寄りて半年ぶりの挨拶は少年の両腕に従弟等抱きつく

湯の中の螺旋タイルの煌めきを踏みて入りたりビーナス二人

ほとほとにわれも眠たし寝ねやらぬ女の子のせがむ絵本読みつつ

おずおずとコンバインに乗る少年の笑顔となりぬ一周刈る間

馳走
藤田夏見☆（広島県）
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桜の葉プラタナスの葉陽を透かす光溢るる公園の秋

鱗雲浮く空高しリハビリが稔り吾が子の退院決まる

はるかなるマーガレットとタウンゼント決意固きを思ふ秋の日

ならび居る総理と都知事の束の間をカメラは捉ふ閉会式に

もう明日で五輪は終る立秋の横浜アリーナ夜の闇深し

アナベルに紫陽花静かに花期を終へオリンピックは中盤を過ぐ

若人の眦決し戦ふに引き込まれゐて時間を忘る

突然の梅雨明け十日暑き日々五輪の報道日々熱を帯ぶ

雲間より潤みて赤き半欠けのスーパームーン空に顔出す

洗ふもの受け取り帰る病院の前庭の躑躅赤きが沁みる

小さき手に入れてくれたる湯たんぽの暖かさふと甦りくる

待つ時間長きがゆゑに思ふなりこれまでのことこれからのこと

病院の窓に迫りて青々と若葉のみどり勢ひを増す

救急車に搬入されて待たさるる待合室の広く寒々し

差し伸ぶる小さき左手力込め引けど立てざる今朝の吾が子は

逝く春を裡に秘むるか桜花風に零るる花びらのあり

週末の午後は気怠く静かなり桜ほのかに愁ひを放つ

一人泣けば釣られ次々五人泣く朝の教室大童らし

一年の担任となるわが娘語り明るく癒やされてゐる

もう居ないキッチンの窓近々と従妹の家の前通り過ぐ

奥山の寒気弛むは先ならむ木々の根方の雪まだ深く

花の溢る棺静かに閉ざされぬ死ぬこと最早人ごとならず

患ひしパーキンソン病長かりき従妹の顔に生花を添へぬ

雨水とは言ふも寒波の去りやらず春とは遠き如月の空

雪だるまテレビの予報に並びをり今日より吹雪まだまだ続く

北風に乗り来る粉雪いつ知らず濃く速くなり吹雪と変はる

海水温高きが故とこの吹雪ここにも地球温暖化あり

吹き降りの七日続きて行き場なく道に小さき雪山あまた

照り翳り激しき一日空の雲紫を帯び日没迫る

沢庵を漬けてしまへばほつとして冬は俄に身近となれり

小さき手に
本間志津子（山形県）

づ
し
ほん ま

188
作品二
自選 30 首

189

ますさかより こ

満月と見頃の紅葉仰ぎつつ笑顔の友と浸る湯船に
（雲仙岳）

絶壁を流るる滝のしぶき浴び濡れてうるほふ黄の杜鵑草

阿蘇路行く尾花の斜面輝きて登山口まで続く草原

十月の遠征予定届きたり弱気を棄てよ背筋を伸ばす

大粒の汗の顎より滴りて急登進む決めたる試練

ワクワクの心消え失せ溜息をひとつ吐きたり山行準備

トムラウシ山を目指して三日目の巨岩の上に頂の見ゆ

悠然と山腹進む尾白鹿阿吽の息か二頭の歩み

米栂の落葉敷き積む登山道ゆつくり歩く河鹿聞きつつ

鶯の声のびやかな縱走路橅の木陰に腰下ろしたり

翁草一人静と肥後菫はるの阿蘇路に白の照り合ふ

公園の花見広場に人をらず森閑として更に美し

整備され桜並木の囲む丘人影の無きミルク牧場

大声は駄目と言ひつつ一年の空白埋める展覧会場

求めたる海辺の店の浅蜊貝春を味はふしみじみ旨し

大阿蘇の野焼きの後の道の辺にふきのたう立つ生れたての色

おほかたの役割分担定まりて二人の日々の言葉少なめ

穏やかなフェリーの中に夜明け待つ水面を染める光り一筋

壺に挿す蝋梅五本咲き盛り会話の弾む部屋明るみて

年一度体力測定するやうに予定に入るる五峰縦走

さながらにアルプスの山見る如く脊振の峰の白く続けり

雪道の樹に何気なく掴まりて不意を食ひたる頭上より雪

辛うじて踏みあと残る登山道前に行くのみ雪深き山

繰返し水浴びしたる鵯の役に立ちたり古き石臼

子や孫の帰省叶はず小さめの節料理にて丑年祝ふ

湯布院に鯖寿司を買ふ二人分漸く主婦であると気づきて

逆光のすすき穂波の輝きに足取り軽き下山の途中

若きらに越さるるのみの登山道兎と亀を思うたりして

朽ち果てしロープウェイ駅は頂に無彩色と化す大噴火あと

山腹に白煙なびく普賢岳山容変はる噴火のあとに

阿蘇路
益坂順子（福岡県）
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唐突に花火の音の鳴り響き窓よりコロナの終息祈る

子や孫に会へぬわれらを嘲笑ふがに感染広まるコロナウイルス

コロナウイルスの収束するを待ちわびて来る日も来る日も自粛守りゐる

朝の仕事終へて二杯のコーヒーを淹るるが日々のルーティンとなる

老いてより家事分担の慣ひとなりうまく捗る二人三脚

洗濯機をセットするのはわが役目干し物するは夫の役割

毎食を調へるのはわが役目片付けるのは夫の役割

夫の研ぎたる包丁の切れ快し新玉ねぎのツンと香りて

痛みなく発熱もなく接種終へ耳にさやけし鶯の声

接種日をカレンダーにも印つけ勢ひ伸ぶる竹を仰ぎぬ

漸くにコロナワクチンの予約とれ接種券に日時を記す

幾度も医院に予約の電話すれど繋がらなくて苛立ちをりぬ

遅れたるコロナワクチンの接種券届きて予約の開始日待てり

いちはやく読めるウェブ版メモできる「冬雷」誌ともに親しみてをり

漢字の読み解らぬ語句を辞書で調べ書き込みをする紙の「冬雷」

「冬雷」誌の届くまでをウェブ版に目を通すこと常となりたり

マスクなしで外出できるはいつの日かワクチンの効果を待ち望みをり

マスクとは厄介なもの寒き日はレンズ曇りて視界の悪し

つづまりは自ら良しと思ふもの提出するがベターと答ふ

パパとママ孫自らとバアバわれそれぞれ評価のわれる書初め

祖母われに何れが良いかと問はれたり文字の整ふ一枚を選る

書初めの「東雲春光」ラインにて八枚ならべ送りて来たり

ふるまひの善哉もなく帰路につく何やら寂し一月一日

鈴の緒もはづされてゐて鈴の音を鳴らすことなく柏手をうつ

手水舎の柄杓のなくてアルコールで手指を清め参拝したり

孫たちに会ふ楽しみも消え失せぬ感染者数の夥しくて

正月には会へるといいねと言ひゐしがコロナウイルス衰へることなし

出会ふこと稀なるハロウィン満月を目に焼き付けぬ十月みそか

ハロウィンの今宵珍しくブルームーン幸せ願ひ空を見上げぬ

激励の花火はわづか十分で止みたれど少し元気の出でぬ

松居光子（三重県）
コロナ禍の終息を祈りて
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まつもとひで お

坂道を登り来ればゆりの木の彼方より出づる東京タワー

つひにまたいつもの住処に戻り来ぬ帰省、ドライブ終はるは幾度か

平塚の七夕さまのメロディーにかの日の泛かび頷きあへり

ガタゴトとポイントの音に浸りつつ三年ぶりの東海道線

まだ来ぬかあと何日と空見るもつひに来たれりワクチン接種日

禁酒令令和の世にも現れて密売するもの店閉づるもの

梅雨つづきコロナの減らず鬱鬱とジョアン・ジルベルトボサノバの日々

八月に敗れる者も勝つものも共に涙をふきらるらりら

ああ、なおみ！敗るるを見て外へ出づけやきの森はせみの賑はひ

たのしきは辛かりし世を空となしささやかながら幸思ふ時

たのしきは花が咲いたとベランダに妻の輝くまなざし見るとき

たのしきは妻と歩める緑道に辛夷もくれん花蘇芳見るとき

たのしきは電話をすれば吾と知り受話器の向かうに孫名乗るとき

十年間文を綴りしパソコンの「Ａ」の消えたるキーボード撫づ

イギリスの夜のホテルでメール打つあのパソコンは銀色なりき

手のひらの砂のこぼれてゆくやうに桜の花の季の過ぎゆく

入学のころの温さに時待たず岸辺の桜はふふみたりけり

十年目の四十六分にまぶた閉づ小学校より「黙たう」の声

春嵐雨音高く降りしきり彼方の街を靄に籠めたり

地下鉄の中野に出づれば青空にビルの白壁まぶしく光る

大寒の動物園に霜白く猿は手をすり息吹きかける

二十年会はざる友の声低し賀状に代へて電話をすれば

五億円当選すとのメール入りしばし夢見て削除をタップす

ベランダに庇の影の広くなり小学校は入学式の声

風強き街を歩める老たちは己が命をひたすら運べり

猿回し始めの長き口上に大あくびする法被で待つ猿

水迫る甲板に出で叫びたり「あの子を先に」小六の子らは

ブラス吹く小六の子らの青春は成るもならぬもプラスなれかし

夫婦とも元気のメールの和泉より山いつぱいの芒を乗せて

ヒビスカス見得切るごとく定まるは一日限りの晴れ姿なり

たのしきは
松本英夫（東京都）
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み よしのり こ

レッドロープに身を委ねつつ左右前後に伸ばす運動我にも出来る

初めてのズームの画面に腎臓病の講座を受くるメモ取りながら

亡き人を思ひ出すのが一番の供養と嫁の言ふ母の命日

母の声と姿の残るＤＶＤ孫と見てをり明日は命日

半球の巣を熱湯につけ孫は小鳥の作品だいじに保管す

我が庭のジューンベリーに目白の巣あり巣立ちたるらし羽毛のこりて

「ほととぎすが鳴きゐる」と孫は耳聡く我も戸を開け欹てて聴く

酔芙蓉の鉢に糸はる小き蜘蛛みづ撒くたびに狼狽へてをり

家族五人総がかりにて我がワクチン予約のネットや電話つながらず

孫娘は指圧を娘は隔日に足湯の準備をしくるる幸ひ

東の稜線あはき茜いろ下弦の月が南に浮かぶ

白妙の富士の上には十六夜の月が輝くまだ眠る街に

あぢさゐの表紙のわれの初歌集を送れば賜ふ鉢のあぢさゐ

大山師や多くの人に助けられ歌集できたり紫映えて

明けやらぬ散歩の道に満開の紅梅に会ふ今朝のよろこび

土を割り薄きみどりのチューリップが春を思はす日差しに芽ぐむ

雨つづき散歩のできず窓に寄り椿の葉かげの莟を数ふ

三月に発行豫定のわが歌集まつ先に読みて欲しき友逝く

正月にネットのアプリの読み上げにて百人一首す家族みんなで

冬至の夜カピバラのやうに柚子の湯に温もり南瓜の天ぷらを食ぶ

つはぶきが光集めて咲き満てり朝の日ぬくきポストへの道

高校の孫はオンライン文化祭に四人で踊るＫポップに合はせ

傾きて咲くひまはりに頑張れと声かけて過ぐ今日より師走

古里の玄関にありし斎藤茂吉の赤き短冊のうた思ひ出だせず

早川師の記事かく父の自筆草稿が売りに出されつ岐阜の本屋に

「自分で書く」と言ひ張りし人の代筆の葉書が届く半年後に

幼き日バレエ公演に連れくれし人の名をみつけ便りを出しぬ

古里の菓子を貰へば箱裏に旧知の店主の名と住所あり

敬老の日に五目鮨つくり呉るゆび三針縫ひ糸抜けぬ子が

四月より歯の根の治療に通ひまだ続きをり木木の紅葉はじむ

十六夜の月
三好規子（神奈川県）
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みさお

新物の二八そばの味素人の吾にそれ程ちがいわからず

朝焼けの東西南北明るんだ緊急事態の全面解除

ときどきの言葉に色を感じさすなぐさめられて暖かな色

歌人らの凡ミスの歌共感すわが忘れっぽさなぐさめられる

五段階声の音量機能つき聞きとりやすき公衆電話

新れんこん友の煮つけを夕食に家庭用味あまさひかえめ

モロヘイヤ茎と葉っぱを切り離すねばねば好み労をいとわず

寝る前にラジオ懐中時計ベッドの上に必需品おく

冷やっこ山いもおろしらっきょうの白き朝食汗のにじまず

魔を払うとうがらしの鉢玄関にコロナウィルス立入禁止

花屋に無く黒ほおずきの実の多くついてる枝を産直に買う

こうのとり五日続けて家の前植田のなかにえさをついばむ

自分の意志いがいの意志に遮られ道路渡れず立ちつくしてる

駐車位置二百メートル手前よりエアコンスイッチ切るならわしを

ワクチンの予約二か月後に決まる感染さけて死んではならぬ

ひまわりの中心部分筒状花だえん形にははじめて出合う

日本語の強きひびきの音声「つ」タイツかっぱつパンツそのほか

ウエストのゴムのゆるみを洗濯後入れかえズボンを渡す妹

火曜ごと来る妹へ有名な好みの豆腐茶菓子がわりに

担当者に疎まれてでも菜花のつぼみ小さきを見比べてゆく

気づかれぬおしゃれのひとつ会話中「あのー」「えーと」の数を少なく

あした来る妹へ買った梅の花香りと姿さきに楽しむ

初物の蕗味噌仕立てさっそくにひとり味わう昼食の膳

折にふれ心より出る励ましやいたわりの声やはり妹

売り出しのりんごあげるに大きめの二個を見分けてカートの中へ

スラックス着替えの折に転ぶなよ机や椅子のささえ無くては

水道の水をのまない妹のダックスフントぜいたくなこと

マスク付けありがたきこと見栄えせぬわが顔半分おおいかくせる

歌詠みはみな歌人なの友よりも拙なれどわが歌わが言葉を紡ぐ

うしろよりパトカーつけ来る停止をしブレーキランプ一つ切れてる

こうのとり
矢野

操☆（香川県）

の
や
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やまもとのり こ

新米の届き想ふは懐かしき家族総出の秋の取入れ

直蒔きの百日草の群がれり水無月なれど蝶も日毎に

梅雨越せぬ友の訃報を文に知り見送れずして悲しみの増す

ふみ

街路樹の薄紅色の百日紅凛と咲きをりコロナの夏も

柔道の畳の上のルールには忘れかけたる礼儀の残る

スケボーの若さみなぎるプレイにははらはらしつつも引き込まれゆく

柔道の金メダル受くる兄妹は励まし競ひ合ひたりといふ

女子バスケ小柄ながらの準優勝はロングシュートの確かさにあり

決勝戦アメリカ野球を封じたるは足長族に低めの投球

コロナ禍の厳しき中の開催にオリンピックの成功念ず

雨止まず在庫乏しき厨にての有り合はせ料理はまづまづの出来

窓際に涼風そよげとゴーヤー植ゑ軒先までも勢ひ余る

夏木立涼風頬にやさしかり切り株ベンチにしばし憩へり

公園の緑写したる広き池ボートなどなく静けさ漂ふ

公園に車椅子押す昼下り孔雀が羽根を悠悠広ぐ

直販の地元の葱の柔らかく浅蜊と合はせ饅仕立てにす

公園の木々の根元のあちこちにランチタイムの家族の見ゆる

新緑の大宮公園賑はへど広くもありて安心の場所

垂れ藤の盆栽仕立て華やかに風に揺るるも趣のあり

盆栽のいくつも並ぶ美術館千年経たる蝦夷松凛と

花房に覆ひつくさるる藤の木の仄かなる香を漂はせをり

掃目のくつきり見ゆる寺庭の所どころに花咲く牡丹

世の中の共通語とは英語でなく笑顔なんだと歌ふ歌手あり

青空に白きこぶしの並木道車椅子押す足元弾む

この春も河津桜は花ざかりテント張られず人出も疎ら

夕陽浴び黒き大きな入船の滑るがごとし波なき湾を

蕗のたうこんな春にも早々と落葉押し上げ顔見せくれる

団地内恒例なるイルミネーションなぜか見とれる寒空の下

今年程「第九」の曲が身に沁むる年のありきやこれまで生きて

山茶花の木の下丸く花片の重なり散りぬ母の正忌に

花咲く牡丹
山本述子（埼玉県）
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い し わたり し ず お

から松の林の小鳥に耳を澄まし戦場ヶ原のこみちを歩む

電線に止まる小鳥は我を見るラジオ体操珍しそうに

進むべき道を真っ直ぐ行けと言う葉音やさしき岸辺の大樹

両腕の無くとも泳ぎ銀メダル山田選手の安らかな顔

日常の些事を投げずにひとつずつ大事にすると九月に誓う

重陽の節句の前に届きたる恩師の栗はずっしり重く

リモートの講義を受ける狭き部屋動画の講師頬の強張る

失投はあの一球と解説者逃さず打った打者を讃える

金メダルを獲得したる女子選手次の目標就活と言う

この命明日も続くと思うから心たいらに生きられるのか

右側を歩く児童は轢かれ死に飲酒をしたる運転手は無事

今までにどれほど人の世話になる思い巡らす六月の雲

父の日の前に日本酒買いくれる淡麗辛口娘の見立て

休耕の畑を借りて好きな木を植えようとする娘頼もし

コーヒーの苦さじっくり味わいて妻子の会話傍らで聞く

朝食に煮豆の尽きて寂しかり明日は黒豆必ず煮よう

機械ならエンジン音を響かせて耕すものを我は鍬打つ

つちふりの意味を初めて新聞で知れば平野に黄砂来たれり

断われぬ行事重なり悩む日々勇気を出して受話器を上げる

所得税は零円なるも消費税は外壁塗装でたっぷり払う

宿場町の面影消ゆる町並に本陣跡の標柱一基

世の中の流れに合わせ我が家も太巻き寿司を店で買いたり

食料の尽きたと娘のメール見て妻は朝から惣菜を作る

午前九時外出自粛を呼び掛ける防災無線の声の重なる

優秀な人とはすぐに別れあり転勤決まると仕事納めに

玄関の左右の樹木伐り終えて新たな空間光に満ちる

外壁の塗装の前に整理せんぎっしり並ぶ父の鉢植

家で炊く米が一番旨いねと旅が終るといつもの口癖

黄葉の中禅寺湖畔走り行く車内の三人歓声止まず

から松の林にカメラを構えたる野鳥観察の人の多さよ

リモートの講義
石 渡 静夫☆ （茨城県）
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父母植ゑし庄内柿の色づけば渋抜きをして送ると兄は

台風の近づく予報の夕暮れは稲刈る人のコンバインの灯

一面の稲田は日々に色増して刈りどき告ぐるごとく波打つ

勤めより帰れば義母の炊きくるる松茸の香は玄関までも

夏の夜鍬形捕りに子らと行きし明神様の柳ゆれをり

墓参りの提灯の火と帰りませうどこよりも家が好きなりし義母

「オリンピックを開いてもらひ感謝です」選手のひたむき画面越しにて

鳥飛ばず虫の鳴かざる昼下り暑き盛りのとき止まるごと

大振りの百合が咲き初め蝶や蜂蛙寄り来る玄関付近

あれやこれや心配のわれをみてゐるかちちははの気配生家の座敷

屋根のトタン塗り替へ終はり雨の日は音が大きく転がり落ちる

干しあげて軽くなりたるぜんまいに牛肉添へて姉に送りぬ

硝子戸を拭く雑巾につく黄砂何千キロも旅したるもの

農道の種漬花は日毎伸び稲の種籾漬けどきとなる

古里のホーホケキョバナと呼びし花アヅマイチゲは風に揺れをり

久に会ふ姉と堀端歩みゆき石割桜は散り始めたり

不来方のタグのブラウス姉に貰ふ啄木詠みし不来方の城

入院のいとこの最期のベッドには付箋のつきたる周平の本

箱買ひの長芋ねつとり甘けれど今朝はさらさら春の近づく

堅雪になれば柿の木剪定す初夏にあまたの実をつくるべし

日和山の坂道下り君をもう見かけぬままに木の葉色づく

鍋底に閉ぢこめらるる心地する一面霧氷の大寒の朝

雪掻き雪掘り雪片付けと雪にちなむ言葉の多し雪国わが里

アスパラ菜の茎を長目に摘み夫は黄の花束を持ちくるごとし

縁結びの熊野大社の奥にある三羽の兎夫と探しぬ

神木の大銀杏の葉降り積もり雨ふくみたる熊野の参道

枝いつぱい赤き実をつけ林檎樹は己が身支ふる厳しさを見す

バイパスは林檎畑の中に伸び真赤なる実の道の両側

ワックスの床に残るは子猫をば追ひかけたる子の小さき足跡

己が生と子猫の寿命をおしはかり兄は飼ふこと決めかねてをり

庄内柿
井上鈴子（山形県）
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ひんがし

八十五歳為したき事の数多あり齢限界の保険にも入る
まだ書けると身を引きしむる書作展わが作品も片隅にある
夏野菜買はずにすむを感謝して胡瓜の棚を丁寧に解く
干し物の位置を移して仰ぐ空ベランダの陽射し日毎に縮む
見上ぐれば行合の空白白と茎立ちの種蒔きて春待つ
半枯れの紫蘭の葉裏に蟷螂の卵と骸並びはりつく
いくつかの懐中電灯集まりて飛天を照らす莫高窟に

紫蘇の花摘みて添へれば二人だけの夕餉の膳のゆたかに匂ふ

（山形美術館）

そのためにテレビ買ひ昭和三十九年東京オリンピックの開会式観き

枯れた木に南瓜の蔓を這はせやる大輪黄金の花いま盛り

施設にて茶の湯の指導請はれてと意気揚々の姉九十二歳

絶版とふ赤尾好夫の英和辞典和紙貼り繕ひ来し方思ふ

墨田区に住む友スマホに送り呉る今日も静かとスカイツリーを

令和三年七夕の日に友送る机並べて学びし友を

産経新聞を持てる若き記者黒髪に眼鏡美しき司馬遼太郎の写真

ガリ版刷りの講習案内出で来たり昭和四十九年桑田笹舟先生

初捥ぎの胡瓜の浅漬色香よし腎病む夫に三切れのみ付く

さ緑の早苗が原のど真ん中百目鬼温泉に入りて癒さる

杉林の下かげ踏みてわけ入れば薄紫のシヤガの花群

過疎となる住みにし家の屋敷跡植ゑたる杉は林となりぬ

人住まぬ過疎の地となるか義姉生れし廃屋の庭に立葵咲く

間に合ふか「桃栗三年柿八年」小さき庭に桃の苗植う

ＩＴの鳥鳴く声に癒されて集ふをみなの体操教室

わが日日に四百四病の寄り来るか這ひつくばりて階段おりる

昨日まで「健康だけが取柄です」自信もあるとわれ言ひたるに

太古より十薬として珍重の蕺草を干す花愛でながら

今日咲くか明日は開くか蕺草の蕾膨らむ六月一日

デジタル機器慣れぬわが指ふるへつつ電話通じて孫に褒めらる

ワクチンの予約にあせり目覚めたり八十五歳の初めてのスマホ

目覚むれば 東 の空明けぬるを温き寝床の中より仰ぐ

令和三年
奥山清子（山形県）
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おさ だ ひさ こ

高安の一分四十九秒こんなにも長く感じる粘りの勝負

街路樹の青い葉っぱも元気なく最近気づく暑さは異常

玄関の木彫の熊は北海道父の長旅のしるしの土産

シャッターを切るまで構図決まらないゆれの激しき風のいたずら

毒リンゴがばっと噛んでバッタリと倒れる姫を孫は演ずる

今年から中元歳暮やめようと思う矢先に先様の品

乗客のまばらなる昼のバスのなか二人連れの手話生き生きつづく

ミニカーを買って買ってとねだる子に根負けしそう心の葛藤

「認知症」「遺言」「相続」老の吾に避けて通れぬ三つの言葉

定期券バッグの中より出すよりもてっとり早し首につるすは

天豆のひすいの色を期待してがっかりしたり「しいな」多くて

蚊の多くながくはもげぬ茗荷の実薬味に添えて素麺とする

ハーモニカやっと音出すほっぺたのふくらみたのし春風にのせ

三度目の緊急事態宣言に翻弄されて経済停滞

駆け寄れど切れたる電話再びはかかることなく待っても鳴らず

勝ちたいと思って出した拳骨は相手のパアに包まれて負け

横丁を曲がれば新築建売の大きく目立ちのぼり旗立つ

粉をふく干し柿甘く舌の上に転がしおれば日向の香り

いのししの木彫の根付愛嬌よし私の干支は財布を飾る

漢字って読めても書くのは難しい薔薇に躑躅に檸檬に林檎

コーヒーの湯気で気持を温めて香りの良さを吸いてたのしむ

手袋の五本の指先出る作り嵌め心地よく出し入れ自由

声援が選手の力になるはずと箱根駅伝に集う沿道

含め煮の高野どうふが我は好き夫は嫌いと好み二分す

うめさくら菜の花うぐいす和菓子店に春の色並び選ぶに迷う

乗車するバスかと思えば回送車ベンチに戻る横並びの列

にこやかに笑む人に会う一日の何とさわやか心満ちたり

工事場に今日も働く外国人説明する声トーンの上がる

流し台の高さ全く変わらぬに背丈縮みて台おき作業す

生卵こわさぬ様に上に入れ気遣っているエコバッグの中

エコバッグ
長田久子☆ ( 東京都）
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だ わられい こ

さうめんうり

地下鉄の一番出口にあと三段下弦の月の正面に見ゆ

バーコードかざして読ませセルフレジ一人芝居に観客もなし

ビル街の所所に日章旗勤労感謝の日と気づきたり

特段の計画のなく十月の休日変はるを地下鉄で知る

気の重い用件で出る博多駅宣言解除の人出に紛れ

駅前の国旗に気づくこの年の祝祭日の変則あるを

買ひ占めず牛乳一本残し置く山の蕨を残すに似たり

輪切りして金糸瓜を茹でながら実の内ほぐす母の手思ふ

さうめんうり

あらためて立位歩行を意識するオリンピックの画面観てより

数十年に一度あるかの大雨と云ふに二度遭ふ七十五歳

信号の色変はるまで我が影を鉄柱に重ぬ斜に構へて

窓枠の上まで昇る積乱雲梅雨明け宣言テロップ流る

この年も祇園山笠飾りのみ博多駅北テントまぶしく

心なし下校生徒の声高し「まん防」解除かマスクの内も

魚にも脳のはたらきサル並みにあるといふらし認識変へむ

万葉の時代は何を包みしか柏餅三つ買ひて思ひぬ

理容院送られ出でて心地よしマスクせぬまま気づかず帰る

顔と声変はりて気づく新年度ラジオテレビの人事異動に

車海老「いただきました八尾とも」殻は味噌汁に魔女のごと吸ふ

車海老八尾ビクッと動けるを痛覚なきと思ひて料理す

譲られてスーパーのカート押す売り場桃一枝を最後に載する

ゼムクリップひとつ拾ひて掃除とす帯状疱疹ぶり返し来る

サイネリアとりどり並ぶ店先で信号の色変はるまで見る

蕗のたう店に並べばつい買ひぬ舌の記憶を確かむるごと

三か月超えて痛みは続くまい帯状疱疹日日和らぎぬ

歳末に注連縄掛けし父思ふ真似て飾りぬ九の日を避けて

帯状の疱疹の痛み続きたり声出さず呼ぶ「おかあさあん」と

宏子さん夫君のはがきで知りました「皆に看取られ安らかに逝く」と

留守電話に「生きてますか」と茶目つ気に問ひくるる人今年九十歳

き う じ ふ

マスク着け箱負ひ出前を運ぶ人の自転車行き交ひ違和感のなし

金糸瓜

小田原禮子（福岡県）

お
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かさおかふみ こ

ぐいぐいと黒目の奥へつき進む虹の光の超音波の針

朝早く競って鳴きだす蟬の声午後はひっそり秋風に消ゆ

意のままに中途半端な自由人過ぎゆく人生未完成のまま

平和時は戦争忘れ七十六年コロナの火の粉庶民直撃

台風の風の唸りと雨粒は樹々なぎたおし家をゆらせる

体操の世代交替くっきりと橋本大輝拳を上げて

開会式夜空に浮かぶエンブレム富士に点火は大坂なおみ

選ぶため食料品の買物にカート引きずり雲をながめて

現実は歳相応の我が姿丸まる背なを写して思う

枇杷食めばびわの味して思い出づ母の好みしスカーフの色

打ちつけるコロナ禍の波は大波にワクチン接種の順番を待つ

長梅雨に沈む心においうちか緊急事態に気を引きしめる

葉の根元つぼみ抱えて浅みどり葉擦れひびかせ柿の木はあり

枝先にふくらみくれば柿の木に若葉の開き艶やかに照る

遠出さけ散歩しながら土手に来てはずむ声聞くふれあい桜

苦しみの疑問がとけた偏頭痛ギザギサ光り立っておれない

原因は「目」ではなかった脳外科の「閃輝暗点」 光に敏感

せん き あんてん

誰からも元気ですねと言われるも体はぼろぼろ声のみ大き

どこにでも好奇心持ち出かけたに膝のいたみに今はしりごみ

コロナ禍の冬をのりこえ沈丁花の香りのなかに会話生み出す

例年は三千人の詣づるにコロナ禍なれば五百人ほど

波の音潮の香りも変らぬに大聖院今年の節分さみし

雨上り露を含んで艶を増す椿の花は紅の鮮やぐ

湯気の中ねっとりしっとり里芋は最上級の旨みたっぷり

粘着質の見えない悪魔のようなもの空気中ただようコロナウイルス

彼岸花土からぬけばびっしりと球根抱え朝日を浴びる

久しぶり鱧のさしみに納得しピリッと酢味噌望月光る

金木犀の中に鳴き合う小鳥たち羽搏きすれば黄の花の散る

玄関のシンボルたりし六十年さつきを伐れば花もまぼろし

恐怖心かかえて上がる手術台抑えきれざる血圧二〇〇

虹の光
笠岡文子☆ （広島県）
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こ ばやし て い こ

をとこ石をんな石奉られて在り落葉踏む音みやしろの庭

柚香菊白き花色移ろひて青淡く見ゆ薄ら陽の中

水色と紫深く溶け合ひて真愛しきまであけび艶やか

菰角のさくりと刃を吸ふ音軽く緑がかれる白の清らか

色付きてあけび豊けく生れる棚この秋猿は里に来たらず

道沿ひの棚田に蕎麦の花盛り行き行く先の白き広がり

木漏れ日の乱舞の下に駐車して顔背け合ふ影二つ見ゆ

西山に朝日遍くまばゆかり広島平和記念日近し

漸くに編集人の職退きてなほも多忙のこの春の妹

罅割れの地に夜すがらの柔き雨胸の深くに緑とろける

丹精の黄と白の百合座を占めて祥月の日の仏間の清し

唇弁に散らすうすべに楚楚としてきみどり淡き春蘭の花

伐り詰めし樹に腕白の上枝あり伸び伸びて二本風にしなやか

少年の磨き飾りし石のはな菊面石の名の美しき

十歳の冒険好きを魅了せし多角の面に花を持つ石

自転車の少年そろばん玉石を採りに通ひし峠の道へ

二十二年後互みの齢の和は二百歳いま吹く風の流れを知らず

浮きたちていづへの人を訪ひゆくや桜吹雪に言訳しどろ

やなせたかしの「やさしいライオン」ビビッドな色で生死の不条理を問ふ

雪野より出でむと足を返すとき東日本をなゐ貫きし

なゐの日に樹樹は幹ごと捻りあひ弥生の空へ傾ぎて揺れし

海沿ひに厚き層なす大木の松枯れ果てて悚然のいろ

北行きのバスより見ゆる松枯れの林はえんえん庄内砂丘

全山に冬桜の花咲き満ちて華やぎながら底ひ深深

三波川を弓手に鬼石の桜山秋の陽透きて花色淡し

生れし時すでに在さぬ祖母のさと年賀の父に連れられ行きし

篁のひらけし中に家在りて新発田は父方の祖母の里

三十余年を籠りて描く花や草鉛筆の芯尖らせながら

栗のいが又に分かるる棘の間へ面相筆にて影置きゆきし

遠き日に乙女ら振りし神楽鈴その玲瓏の響き懐かし

石のはな
小 林 貞子（山形県）
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こ まつざき

スイッチオン電気圧力釜で筑前煮「母の味じゃない」と娘は言う

喫茶店にリュックを背負う老夫婦ケーキセットを無言で食す

栗拾う落ち葉の中から飛び出でて悠々と居る殿様蛙

山栗を拾いて二つのポケットは溢れるばかりになりて帰りぬ

双子パンダの心拍数の尻尾測定朝の一時ほんわか映像

黒雲がひとところのみ雨降らしさっと上がりて太陽の出る

コロナ禍の雨降る盆の二人きりコーヒー飲む部屋の三匹の猫

公園に番のカケス飛び交わしこちらも二人コーヒーを飲む

ひんやりとトンネル進めば豪快に滝の落ちいてしぶき風吹く

ざっくりと切りし紫陽花「すみだの花火」は緑葉伸びて花火は見せず

土を変え数多咲きたるカサブランカ甘き香漂う玄関の前

水芭蕉の花の終わりは煙草の葉に似たる大葉の広がる小径

白鷺の優雅に舞い降り池の中長首揺らし二三歩進む

灰汁抜きのいらないと聞く真竹二本店に並べば買いて抱うる

ルッコラの今年も伸びて庭に摘むサラダに盛れば夏の味する

ノートに貼る料理の切り抜きに目を通し冷蔵庫を覗きグラタン作る

娘らと三杯のチューハイ飲む夫昼食ながら日焼け顔なる

山藤の簪のように風に揺れ散る花びらは池を染めたり

小さき葉を数多並べる二つの鉢光を浴びて忘れな草咲く

夫作る朝餉の一品卵焼き我とは違う今日は薄味

芋焼酎小さきコップになみなみと二人の夕餉に乾杯をする

杉の木の黄金色なす花粉のとき鼻はむずむず目の痒みあり

音を立て寄する大波にサーファーは飲み込まれまた浮き上がり来る

潮風に白波寄せ来る海岸に一羽の鴎青空の下

四方八方さざ波分けて帰り来る十二隻の船大漁らしき

この気温季節外れの温かさ深紅の楓葉ふんわりと散る

早朝の五時三十分の散歩には足元暗く星一つあり

サッシ開け飛び出でて猫の帰り来る朝の初霜踏みて散歩す

二羽の家鴨いなくなりたる公園の池に十羽の白鳥飛び来

顔よりも大きな枯れ葉に小石を包み遊びいる児等桐の木の下

日常生活
小松﨑ちより☆ （茨城県）
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さ とうよし こ

箪笥の中の匂ひは妣の香となりて木綿の衣も未だ捨て得ず

夫の相棒の使ひ古せるトラクター運転台の軋む音する

テレビの人の名前浮かばず「あれあれ」と自が脳のなか指で掻きたし

わが地にもドラッグストアー進出し百年続く酒屋も苦慮す

暑さに堪へ天気図見れば西南の海に雨有り台風連れて

赤紫のサニーレタスの葉の色に染まりて幼き蛙が潜む

年四回作るジャム「苺」「桜桃」「杏」「林檎」と続きこの頃荷重

耐へるとき数を数へる習性にこぼれ米粒三十拾ふ

週明けは傘のマークのつらなりてトマトに雨除けシート掛け急ぐ

笹巻き作る動画をラインで送りたる直後に笑顔スタンプあまた

「予想より多かつたですね」と若き医師の笑顔に感謝す微睡む夫と

検査台はストレッチャーにも処置台にも臨機応変「パラマウントベッド」

ＣＴ検査に解明さるる痛みのもと胆管結石性胆管炎と聞く

時折に痛み激しく繰り返す夫に付き添ふ救急外来

立ち上がる薺の花のか細さに風渡り行く光揺らして

八重咲きのピンク辛夷の満開を妣に告げたり風そよぐ墓地

学校の横のプールの全コース四月半ばは鴨の遊び場

淡雪は踏みて柔らか靴底に伝はりて来る土の感触

荒々しき羽音を立てて鴉二羽早春の空交差して飛ぶ

薬師丸ひろ子の不思議柔らかき言葉のあとに野辺の香のせり

逝きたまふ義姉の御霊を修めむと仏壇に供ふ届きたる茶を

コロナ禍の中に逝きたる義姉思ふ故郷は雪催ひ昨日も今日も

眼を凝らし声とはならざる唇に発せし言葉を今も思ひぬ

見舞ふ度ゆるらかなればアルバムの健やかなりし日を二人眺めき

一月十八日母の命日近づきぬ未明の空に星凍る時

奥深く君を支配し操るものと闘ふよりは理解してやれ

記憶力抜群なれど君の脳の配線は少し他と違ひぬ

年明けに職場変はると言ふ息子吾は気になるアスペルガー症候群

子育てに悩みし日々の赤茶けたるこの通知表今も引き摺る

引出しの奥にありたる紙の束一から五評定の子の通知表

母のアルバム
佐藤幸子（山形県）
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さ やまみつ え

果物は買はず貰ふ物昔から言葉あれど生産者の考へならむ

琴出し弾く六段の調べわが指に力ありて音は部屋に響けり

夕暮れの静かなる庭にわれの呼ぶ三回目に飛び出して来ぬ猫のメロは

この街にカジノを誘致したき候補者ゐる市長選挙の投票終へたり

市議たりし父が川幅広げしより水害なしと言ふ幼友だち

大雨は甲州にも来て山道は川となり靴や下駄うら返しに流る

祖母住みし藁葺き家の古き畳に落ちきたるヤスデといふ虫を忘れず

甲斐路なる赤岳山頂に登りし時空に浮かべる父母の影見き

隣家の老いたる友は天照大御神を尊敬してしばしば話す

ワクチン打つ予約日となり入りてすぐ医師に接種され義務を果たせり

父方よりの五月人形の兜の中に生けたる菖蒲の香り懐かし

逝きて四日目朝の夢に出で来たる兄甲州より別れに来てくれたるか

親戚の女性ころびて逝きし報せ無理出来ぬ体力とまた思ひたり

窓の下の花園に賜りしアガパンサスと彼岸花など時期の花楽しむ

説明を読めば米国軍人ペリー総督と海兵隊員の葬祭ありし嘉永七年の墓地

隣町のスーパーに向かふ土手の道枯れ色にして鶴見川越ゆ

帽子とマスクつけて出づる町知る人に気づかれぬまま遠く歩み来ぬ

この町に五十年経たり家増えて地下鉄も通る便利なる町

夫書きし呼吸法の掛け軸とわが書を並べ床の間を見る

中止なる書道展より戻り来て作品新鮮なりわが床の間に

自粛の日朝よりの片付け進まずに窓の外に見る植木屋の働き

夕暮れの明るき空に浮かびたる楓のやさしき色に包まる

けふは娘と乗るケーブルカー針葉樹林の中くだり行く逆光のなか

土手に立つ枯葉の芒老人のさまに揺れつつ風に踊りぬ

頭に響く耳鳴りあれど茶を飲みて休めるうちに静まりて来ぬ

あしひきの山の家にて逝きし友次は紅引いて来るの言葉残して

晩年の父の爪切りわが役にて爪が似てきぬ厚めの爪が

水族館に行くとふ青年は電気関係担当の仕事人なり

自粛せよに従ひ今日は琴弾かむ求めくれし父に聞かさむ琴を

隣よりもらふと葡萄送りくるる友の優しさ有難く受く

甲斐路
佐山光江（神奈川県）
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す とうのり こ

真夜中の静寂を裂く高き声同類を呼ぶ牡鹿の叫び

木漏れ日の葉の影模様を背に乗せて犬眠りをり秋風の立つ

雨降ると見せて一日降りもせぬ曇天に倦みて林檎を齧る

置く霜の凍りたるがに耀ひて蕎麦の花咲く満月の夜

鳶四羽それぞれに弧を描きゐてまたそれぞれに散りてゆきたり

子供らの去りたる路上一面に落書き白く夕闇迫る

今年また祭り中止の触れあれど囃子の笛を浚ふ音聞こゆ

暑き夏五輪コロナと共に過ぎ彼岸を待たず彼岸花咲く

看取られず一人死にたる人あるを恥とし思へ上に立つ者

国民を守る気概を持てばこそ民に詫びたる異国の元首

兄弟と共には飛べぬ子燕にまた戻り来て寄り添ふもあり

陽を避けて夜飛ぶ虫の寄り来らむ烏瓜に白き糸の花咲く

被災地に今日も雨降り重き泥さらにぬかるみゆくかと憂ふ

塞ぎたる心にをれば胡蝶来て窓より覗きまた飛び去りぬ

青梅の落ちて転がる上ゆけばこきゆりこきゆりと若き音のす

作りては底に穴あく燕の巣雀の仕業とつひに今日知る

また一つ桐の花落つ地上への僅かな時をくるくる舞ひて

遅霜の予報を聞けば茶畑に覆ひを持ちて急ぎし父母

茶の若葉摘みゆくときの手触りと漂ふ香りの懐かし五月

道端の地蔵もマスク掛けられて疫病収束願ひ託さる

花びらは雪のごとくに降りしきり柔らかきもの地を覆ひゆく

復興五輪の呼び声虚し人いまだ苦しみ廃炉の先行き見えず

ただ一羽この地にありて冬を越す白鷺は時に低く呟く

ヘッドライトの灯りの中に現れて横断しゆく三頭の鹿

春嵐一日吹きて吹き止まず夜更けて月の高く鎮もる

亡き母と夢の中にて語り合ひ覚めたる後に声音懐かし

鉄錆の色に泡立つ杉山は花粉を放つ備へ整ふ

如月の突風渡る竹林はががんぐおんと鳴り響きたり

見ることの稀になりたる旅客機が夕陽に光り北へ飛び行く

行く道に白きもの散り見上ぐれば初冬の空に枇杷の花咲く

風渡る
須藤紀子（埼玉県）
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古書店は趣味の世界と言い放つ為政者の意図何処にありや

転居してただあたふたと十ヶ月冬から夏へ秋から冬へと

転居して久しぶりなる生蕎麦屋へ我が家の汁と何故に異なる

転居後も予約を取りて歯科医へと元の住まいの近くまで行く

昨夜観し月見の団子浮かびおり息子の妻の汁粉の中に

為政者は不安を民に見透かされ眼は宙に定まらずあり

卒寿終えやさしく静かに逝った師よ若いときには鋭い視点で

目に付くは老化防止の保健薬自然に任せ老いゆく身にも

で会議は人の知恵ウイルスは次の手を如何に打つ
オンライン zoom
病む国へ世界中から贈りもの健康輝くアスリートの汗

満州の大地で焼きし祖母と父をマッチ箱に入れわが持ち帰る

カッとして人を殺すの記事を見つこの人たちの肉親かなし

お弾きもお手玉もした無我夢中いまは孫との手加減勝負

降りしきる雨の粒にも色湛え白・紫の八重の紫陽花

ハッピーとラッキーという犬の名の飼い主想うコロナ禍のなか

疲れ顔の年長組の孫が言う新入生の世話で大変

で意見の定期総会
久しぶりマスクをはずし紅さして zoom
交番に交通事故死０標示赤い文字でもホッとする色

国境なき医師団からの報告に辛く悲しき現実を見る

国道のバイパス予定の更地には我が家の跡の赤土さやか

国策と言えど無慈悲な道路開通追われて高尾の夕陽見おさめ

なんとまあ不用なものに囲まれて生きて来たりぬ仕舞うなどして

子を育て亡夫と過ごしたこの丘に別れを告げて新たな門出

こんなにも無慚なものか壊された我が家の姿木枯しの中

ほとんどの生活品を捨てて出る世に終活と人は言うなり

古書を売り頭の中に隙間風がらんどうなる書斎の棚も

古書店へ生きかえるため売られゆくトラック二台の亡夫の蔵書

引っ越しは紙のゴミとの格闘と改めて知るこの紙の山

手は荒れて腰も痛みて古書整理専門家へと渡るを願う

古書用い真実探求する人へ渡るなら値が付かずとも良し

居を移す
立石節子☆

( 東京都）
たていしせつ こ
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たに だ りつ こ

治療器ではないと知りつつ血圧計何度も数値気にして計る

ユーチューブ見れば今すぐしたくなるガーディニングの挿木の数々

窓ごしに見える隣家の窓明かりコロナ禍の夏開けはなしてあり

友の安否を気づかうハガキに「元気よ」の返事の届くはいつまで続く

落語聞き大笑いする昼日中ネタまでおぼえ猫に聞かせる

土用干し梅ぼし作りの三日三晩仕上げたる梅ぼし今年上出来

どうせ野良と思って飼った猫五ひき今は内猫膝であまえる

寝床にて手足投げ出し明日の予定しばらくぶりの墓そうじ思う

南高梅夫と二人の記念樹が育ちて今年大の豊作

初めての梅ぼし作りに取りくめば梅の熟れいて桃の香のする

渋団扇いまさらながら捨てがたく使用済みさえ元にもどしぬ

家出した九十の姉もどり来て未だ頑固に自立の決意

親猫の老いて死にゆく姿追い子猫はさがす涙もなしに

九十歳ジャガイモ掘りを手伝うと言うわが畑の梅雨の合間に

つばめの巣ひさしの壁に三つ四つカラスの事など気にしつつ見る

気に入りのメガネフレームブルースカイなくしてバスの事務所に電話

昨日まで硬き蕾も彼岸すぎボタンの花の散りぎわの良し

公園のいつもの道で見る景色幼なのブランコ押す手は祖父か

植え替えたるヒヤシンソイデス芽を出すか初夏の蕾の待たるる日々

やっと降った土砂降りの雨一日だけに終ったけれど恵みに感謝

姉と呼ぶ卒寿に近き人ありて仕事の事など教えて貰う

蝶たちは過ぎゆく秋に忙しく卵生みつつ未来を托す

明日こそ気おくれせずに聞くつもり検査の結果癌のことなど

誰ひとり訪ね来ることなきくらし発声練習のつもりのカラオケ

コロナよりましと言われて大腸炎呑まず食せず点滴ばかり

根古屋の森古き神社と堀の跡木立の中のキャンプ場寒し

年々に期待を込めて選取する大山レンゲ咲く春を待つ

茶の着物コロナ禍の秋も作ります後悔なきようこの世のうちに

人間も動物たちも地球の住人立場は同じと写真家宮崎

ことのほか今日の私の手のひらが大きく見えるヨガの効果か

谷田律子☆（栃木県）
花と畑と小鳥と猫と
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後を継ぐ者なく見廻る人も無い庭彩りて彼岸ざくら咲く

茹でたての栗の皮剥きふうふうと冷ましほくほく食みて止まらず

夫に添い通院治療週一度午前四時に起き支度ととのう

淡黄色の唇の形の花を愛づ一日でしぼむ茗荷の花は

紫蘇ジュース出来たての香り楽しみて氷に注ぎ暑さを忘る

家の中紫蘇の香りの満ち満ちて終日作る赤紫蘇ジュース

赤紫蘇の葉を煮つめ後にクエン酸加えて生るるワインの赤色

雨あがり終わりの赤紫蘇摘み取りてシソジュース作る今年三度目

患いて酒も煙草も飲めぬ夫じっと佇む酒自販機前

家族葬となりたる父の一周忌夫と息子と寺に詣でる

こんがりと焼きたて今日の塩バターロールパン五個土産に持たす

人見知り覚えたる孫泣き止まず痺れるまでに片腕に抱く

泣き疲れ瞼はらして眠る孫寝顔に寄りて頬ずりをする

裏山の椎の若葉の濃く淡くブロッコリーを積む如く見ゆ

米づくり委託にすると決めたれば出番のあらず農機具あまた

退院の夫祝うごと庭内のしだれ桜の今盛りなり

九時間余手に汗握る夫の手術待つ控室人の黙して

鶯の初音聴きつつ花の下ハーモニカ吹く「さくら」の曲を

末の息子ロンドンへと赴任しゆく朝じっと見つむる機の消ゆるまで

末息子のロンドン赴任近づきて家事手につかずニュースに見入る

「だいじょうぶ」と首かしげ肩に手を置ける二歳の孫に夫の咳止む

冬至すぎて柚子あまた取り挑戦すゆず味噌づくりに日の暮るるまで

街路樹のすずかけの葉を踊らせる風のなか喪中の葉書を出しぬ

朝夕にキャベツの虫を退治する葉の裏めくり穴をさがして

焼きたてのパンの温もり掌に残し今日開店の食パンちぎる

古稀過ぎての短歌作りは亡き父の空白うめるよすがとなりぬ

我が家のリフォーム工事四ヶ月材木と木犀の香の混じりあう

コロナ禍に二人目の孫誕生すその産声はスマホ通して

一歳をこの世に生きし息子なり四十年経ても墓にプリンを

父の死後百日となり墓に来ぬ息子の命日と重なり居たり

紫蘇ジュース
塚本節子☆

( 茨城県）
つかもとせつ こ
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こ

ガリ切りをする母の傍にカリカリと小気味よき音聞きしことあり

OK

（高田松原）

リアス式の大船渡湾は避難場所船首を北にしけの去るを待つ

何処となく精彩欠きたる木々の葉は秋の気配に紅葉の準備

菩提樹の何をか見つめる釈迦像は吾の心根も見透かしをるか

旧盆に秋の虫聞く北の地の暑さに耐ふる日あとわづかなり

目の前の太平洋の広々と吾のモヤモヤ解き放ち呉る

震災後十年ぶりの海開き浮き輪を抱へて海へ走る子

初夏の味雲丹食するはこのうへなし殻剥きに手間のかかるを知れば

亡き兄の携帯番号消せずをりぼそりと言ふこゑ聞ゆるやうで

置物と思ひてゐたる鹿二頭ふいに走りぬ吾を掠めて

羊羹を六つに切りてじやんけんす大きが欲しと力の入る

帰り際とびらの閉まる時までも手を振りくるる笑顔で母は

岩手山青空を背に両の手を広げて盛岡を護るごと見ゆ

で笑顔は
障害もちし娘裕美の意志表示ぐづるは NO
桜咲く季節来るたび裕さんの在りし日語り三十三年

度々の大地を揺らすプレートは地上の人間あざ笑ふごと

震度五の揺れにアラーム鳴り響きわれ無意識に避難口確保

電話にて今日もあなたと笑へたと声のトーンの高くなる友

馳走とは言へぬ玉菜の酢の物を義母は「あぢつこ、やんびあ」と言ふ

海軍の飛行機乗りたりし父なれば病床の上げ下げ身振りに指示せり

あの時の分岐点にて別の道選びてをればと思ふ事あり

早朝の凍てつく浜に若布刈る女は力込めバンジョウ引きずる

冬の朝「せいの」の気合ひで起き出せば雪積りゐてまづ雪掻きす

海面の照り返し眩し雪見障子おろして遮る茶の間のわれは

アメリカの顔色気にする被爆国核廃絶に賛成せぬとは

子や孫の来ぬ正月は特別に何かを作る気力失せたり

コスモスの撓りて揺るる茎にゐて雀は器用に何か啄む

「お母さん素敵」と嫁の貰ひ呉る材料二百円の手作りブローチ

菊の花日増しに蕾色づきてここは黄色でそこは臙脂で

コロナ禍に施設の母の楽しみは「あなたや孫の手紙読むこと」

津田美知子（岩手県）
海の見える我が家

ち
み
だ
つ
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見舞ひたる友への言葉探しつつ窓に眺むる行合の空

看取り士といふ職業生まる
フ

ト

スケートボードの技は見せ合ふ磨き合ふあつけらかんと十代は金

競技中笑顔絶やさぬ十三のスケボー少女その名は「椛」

もみぢ

ボランティアの介護空しく消えゆける生れて間もなき四つの命

あ

ごみ袋開きて見ればミュウミュウと鳴く四匹の眼の開かぬ猫

「死にゆくは敗北ならず次世代への贈り物と語る女性看取り士

ギ

余命告知されたる人に寄り添ひて「思ひ」「悩み」を聴くが勤めと

百三十万の人が亡くなる多死社会

泥の中に埋葬さるる「りんご」なれ種よ育ちてまた実を結べ

権力と闘ひ二十六年の役目終へたる「蘋果日報」

りん ご

詩歌詠む大人に育て次の代もデジタル脳に染まぬ子であれ

教科書もデジタルとなる子らを憂ふ昭和生まれのアナログ人間

九年前妻と訪ねしブータンの村に立ちたる炊煙幾つ

ブータンのコロナワクチン接種率一位に感ず「足るを知る国」

淡路島の化石の竜に名付けたる「ヤマトサウルス・イザナギイ」良き

塗りたてのゼブラゾーンを渡りくる幼姉妹のかろきスキップ

処理済みの汚水タンクは一千基いづれ流すも福島の海

汚染土の利用助くる県無くてフレコンバッグは黒き山なす

銃持たば狂気となりて銃口を自国の民に子にも向くるか

同胞を武器もて殺戮する軍よミャンマーこそは「微笑みの国」

雨上がりコロナに喘ぐ東京の空に現る虹の架け橋

十年経てまだ町民の帰り得ぬふくしま双葉の春の夜の闇

退院の友より届くチューリップ砺波の春を卓に飾らむ

保健所に戻せばきつと殺処分咬みたる犬を許す老女は

両の手の杖を頼りに歩み来て媼は見上ぐ満開の梅

のメッセージ良し
子供達よ「サンタはコロナに罹らない」 WHO
あした
ベランダに友の訃報を読む朝薄ら氷のごと月は残れる

十月の二度目の満月ブルームーン清けき月光列島照らせ

ひかり

コロナ禍の朝のテレビに元気受く児童の歌ふ「鐘の鳴る丘」

ウイグル族の町のモスクを破壊せる彼の大国の小さき心

行合の空
のたきひであき（東京都）
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ふじ た えいすけ

立冬を過ぎて獣は忙しく独りぼっちで眠る準備に

斑蝶ためらうことは微塵無し太平洋に向かい羽ばたく

吸蜜に斑の蝶がやっと来た瀬戸内の海ふわふわと越え

枝先の柿の実それぞれ色づきて濃淡混ざりぶら下がりおり

突然に表情変えず表明す語るではなく総理は退陣

この人は誰かと父は問いを受け忘れちゃいないと名前で呼びぬ

外出時不要で不急の用事かと自問をしては自答を造る

藤棚のつる剪定すキラリゆらり水底に居て見上げる如く

廃校の体育館は変わりゆく壁の画鋲はそのまま錆びて

両親の散髪依頼はコロナ禍のナースより届く思いがけなく

免疫を此処に凝縮したようなワクチン受後の腕の違和感

真っ直ぐに伸びたる道のごとく効けワクチン受け来て帰る道筋

隣県で独り暮らしも三月過ぐ部活愉しと絵文字あふれて

土の色匂いを纏う大根を我が子のごとく両腕で抱く

明け方の犬走りには雀の雛死骸が四つ転がりいたり

車椅子漕ぐ父の眼は青年のハンドル握るその顔のまま

トーストに塗られたバターはゆっくりと染みとなりつつ存在はなつ

竹林は屏風のごとく鶯の姿隠して風に揺れおり

面会はできず依頼す父母のコロナワクチン接種希望書

門先にドイツの首都の名を掲げせんべいを焼く移住者の居て

いつの間に追い越されたか飼犬の歳を数えてわれを重ねる

会うことのなけれど近し「冬雷」の冊子の中の歌詠む人等

物心つきし頃から憧るる尻ポケットの文庫一冊

気温零下の旧正月の夜となりて柚子の実浮かぶ湯に浸かり居る

面会の規則は家族で一人のみ散髪係の妻も許可受く

面会の再開されたる病室へ階段飛ばしにかけ上る夢

雪の朝エンジンの音遠く聞く外灯の照らす二本の轍

着信の表示は病院急いてでるひげそり用の電池欲しいと

廃校の職員室は里山の季節を移して草遊び展

春からは下校の迎えができないね桜紅葉の樹を並び見る

ほっと一息
藤田英輔☆（高知県）
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じゆんこ

西の空ひろがりゆきて雲もなしあふげば嬉し二日月見ゆ

ト

リ

秋風に靡くすすきを眺めつつ車走らす異国の友と

夕暮れに秋桜かき分け下り来し久里浜パークの思ひ出懐かし

花終る紫陽花の葉より舞ひあがり揚羽蝶飛ぶ梅雨明けの空

冬の間を過ごしし猲子鳥群れをなし飛び立つ先は遠きシベリア

ア

青空に白く広がる羊雲秋の気配に思ひが緩む

青空にもくもく浮かぶ積乱雲たぢろぐほどの真夏の精気

テレビ見て首相の談話聞く夫血圧上がるとぼやき止まらず

バスの中よろけながらも席変へて御喋り止めぬ客から逃る

川沿ひの静けき場所にある我が家蟬の声すら聞くこともなし

大雨で水嵩のます川を見て心に刺さる熱海の惨事

あと二年生きてみせると言ひし兄静かに逝きぬ笑みを浮かべて

雪柳龍の尾に似て靡きをり並べる枝に風強く吹く

雨のたび藍深みゆく紫陽花に今年も梅雨の始まりを知る

木犀の君と言はれし若き日のありしを思ふ甘き香りに

電柱のなきわが町を歩くたび空の広さに心膨らむ

テラスにて夫と二人の茶の時間こころ温もる小鳥の声は

コロナ禍で沈む気持ちの癒さるるバルカローレの甘き調べに

叔母ふたり相次ぎ逝きて言葉出ず在りし日の姿浮びて消えず

花びらに池のおもてのおほはれてマガモと共に緩く動きぬ

咲きそろふ躑躅が彩る散歩道皐月の風が頬に涼しく

二年越し花開きたる石楠花に腰の痛みをしばし忘れる

目を閉ぢて親しき友を偲ぶとき微か聞こゆるレクィエムの調べ

紫の蕾弾けて花開く亡き弟の手づくりの蘭

テラスにて緋寒桜を眺めつつビール楽しむ夫とふたりで

色かたち素晴らしけれど旬ならずもの足らぬ味冬のとまとは

土手沿ひの煉瓦にかこむ花壇には黄色のパンジー一面おほふ

春を待つ川辺に並ぶ桜の木々蕾膨らむ昨日より今日

冬寒を越えて開ける梅の花コロナの中で我はまだ冬

音もなく水面を走る川霧が朝日の中に吸ひこまれ行く

木犀の香り
牧

恂子（神奈川県）

まき
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まつざき

尖りたるつぼみ四つで買ひ求め開いてくれば歓声を上ぐ

父逝きて二十年の月日流れをり倉庫の漁具も粗方あらず

二リットルの天然水を一日に飲み干すわれの健康法如何に

ひと朝に開いた朝顔三十個と隣の家人は二度も数へる

昼ながらひぐらしの鳴く坂道に部落へ配布の回覧重し

港には出船見送るあまたのひと八戸沖へさんま船向かふ

酷暑のなか手を伸ばし高き窓を拭く汗ぬぐふ様に思ひきり拭く

亡き母はひとつの花に傘広げ雨から守りき牡丹咲かせて

磯浜もひじき家業なり母は布団を買ひて子等寝かせをり

魚市場鯖の大漁水揚げに鯖缶の値下げわれは期待す

海一望岬の山に蕨生え昔のままの光が当る

塩作り岬の浜の住人は天保十二年の石碑に刻む

岬下共同定置の漁場ありて網引く父のありし日思ふ

三陸の海の危ふき汚染水報道ありぬ復興も先か

ふるさとの中学廃校の知らせ聞き少子高齢化を嘆くのみなり

庭隅の家庭菜園を夫覗き種芋買ひに出かけて行きぬ

復興の再生かけて松苗が青々と育つ津波跡十年

十年目の３・１１に涙落つ苦難乗越え人ら生き来て

何日も防寒靴に素足入れそのぬくもりで港へ行きぬ

春の海はるかなる碧に船うかぶ逝きたる弟想ひ出でつつ

川沿ひの田に散らばれる白き雪過疎すすむ村の明かりのやうに

庭の砂利竹熊手持ち均しゆく夜来る鹿の蹄の跡を

煮こぼるる鱈の塩炊きの白き湯気母の塩加減われは忘れず

荒地には枯れ草凍みて大震災より復興ならぬ土地の目立ちぬ

どどどつと屋根より落つる雪の音カラスひと声鳴きて遠退く

雪を乗せりんごの小枝陽に光る芽吹きの力そこに隠して

夜明け前のオリオン座映え冷ゆる空働き励みき亡き弟は

叔父叔母は足腰弱りゆつくりと歩み弟の墓参りせり

弟の三回忌なり仏壇に好みて居りしバナナを供ふ

海近き津波記念館再現のモニターの波が記憶を呼びぬ

弟
松﨑みき子（岩手県）
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みずさわ

落葉ふみ鶴岡公園めぐり終へ家族で入る周平記念館

ね

湯川博士のうた刻まるる平和像台座を見つむ八月九日
原爆の写真展みてわれ詠みし一昨年のうた飾りくれたり

車椅子に対応せるカフェ営める郁さんの料理は品よく旨し

釜を焚く石炭はふり汗の塩しみつく服を誇りと語りき

ＳＬの雄姿を写真に見上ぐれば一郎君の頬思ひ出づ

セピア色の学級だよりは謄写刷り若き日の熱は命の源

天高き秋空のもとリヤカーに荷を引き集ひき立谷川原に

芋煮会にはしやぐ生徒のスナップも捨て難ければ歌に留めむ

米寿までの長き道のり省みつ写真の整理も思ふにまかせず

（市立図書館）

カラー写真に残る人々被爆時の姿を見ればわれもふらつく

『黒い雨』の告訴者あまた亡くなれど今年やうやく勝訴決まりぬ

井伏鱒二の『黒い雨』は古りにしも再び読みぬ八月なれば

独自なるオノマトペをば生み出しし賢治の音感生れながらか

野や山を歩きながらも歌ひしとふ賢治のうたは歩くリズムに

紫波町より花巻へ往く道すがら蕎麦花ながめそばを食べたり

風にさやぎ緑若葉の楓なりき今日片付けられて築山淋し

老木のいろは楓は洞の入り重機に吊られ伐られゆきたり

雪残る御堂森山の笹原に岩団扇の群生見るもめづらし

吉里吉里忌の今日語りかく大竹しのぶ川西町にひさし忍びて

オンラインなれど数珠かけ掌を合はす本山戦没者追弔法会

三・一一時計を見つめ孫の突く梵鐘を合図に庭にて黙祷

か

ガソリンを工面し関山峠越え弟夫婦をつれてわが家へ

淑やかな人柄浮かぶ三好さん賜れる歌集読むたびごとに

肉厚の若布昆布を賜りぬ震災後十年鳴瀬の叔母より

忘れないこれからもとの思ひ込め今年も鐘を突きて応へむ

歌枕「川越」のこと書かれたるエッセイ読めばわれも行きたし

海水温のあがれるゆゑかこの豪雨災害に問はるる奢れる暮らし

湯の浜に入り日を眺め湯につかる息子の退院喜ぶ嫁御と

特別展「橋ものがたり」に腰を据ゑ息子と語らふゆとりの時間

水澤タカ子（山形県）
本山戦没者追弔法会
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み むらゆき お

大輪の菊の鉢置く食卓に夜は柔らかき香りに和む

クローゼットの古き背広も日陰干し妻と一緒にやっと整理す

出入り口分けてそれぞれ除菌スプレー置きたる店も客は閑散

秋となり風心地よく鮮やかに今年の菊が庭に咲き出す

雨上がり雲が流れる青い空無数の影と涼し気な花

通販のテレビＣＭ進化して画面見ながら電話をかける

手をかけずたわわに実るミニトマト今夜の菜の一品増やす

百日紅雨をふくみて枝を垂れ花舞い落す暑さが緩む

前を行くトラックの荷台の自衛官汗にじませて向かう災害地

突然に顔に水滴大粒の雨降り出でて軒下へ入る

街路樹の脇にできたる水溜り蝶あまた飛ぶ羽音静かに

柔らかく風吹きている心地よさ松林の中の芝踏みて行く

霧雨にくぐもり見えぬ窓を拭き車中を覗きキー見つけたり

草陰に隠れたる蜥蜴草を刈る音に頭をもたげ出で来ぬ

伸びた草刈りたく願うわが庭もコロナ禍のなか職人の来ず

ワクチン予約の接種券貰い湧く期待バラの香りで気を鎮めつつ

医院長二重マスクで診察す院内換気の爽やかな風

病院の待合室に荷物置き呼び出さるるまで車内で待機

雨の中傘もささずに渋谷の街笑顔で歩く若人多し

通り雨自動車がはねる水しぶき幼子二人濡れてはしゃぎぬ

買主の荷物は来たが人影見ず挨拶なしの新築物件

吹く風にゆるゆる動く庭の樹々窓越しにスズメ四羽来ており

残りたる揚物などを皿に取る明日の弁当に入れむと思いて

駐車場隅に枯葉の吹き溜り箒片手に集めて焚き火

宅急便玄関前に置いて去る印鑑要らず手渡しも無し

路地裏が低き地盤の住宅地住んでみたいな高所マンション

芝川の防波堤あたり澱み増し釣り糸垂れにこの頃行かず

滑り台に間隔あけて待つ子等の笑顔絶やさずコロナ禍の中

この秋のセミの抜け殻二個みつけ夏の暑さを思い出したり

仏壇にわが作りたる菊の花あげて写真へ話しかけたり

身近
三村幸男☆ （埼玉県）
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やすかわとし こ

よいしょっと又背のびして冬帽子棚に届かず箱ごと落とす

コスモスが庭一面に咲く実家今懐かしい家族の宴

寝つけぬ夜思案ばかりで決まらずにスマホのアルバム繰り返し見る

刺されたる百足の毒か腫れ上がり皮膚科へ急ぎ治療を受ける

「気をつけて」毎朝送り出す度に不安な気持はいつ収束に

晴れた日に自転車に積み届け来る友の実家のりんごが美味しい

再放送マスクが無しの映像はすっきり軽やか懐かしい町

島の朝出船入船のんびりと猫が待っている港に入る

どの局もテレビはみんなオリンピック静けさ求め「百名山」観る

美味しそう毎日ビールのコマーシャルメーカーではなく役者を楽しむ

ワクチンの接種予約を取ったのち主治医の電話あり「ここで出来ます」

もう猛暑マスクの端に汗たまりハンカチにぎってバス停に立つ

密をさけパンくず持って川に行く鯉はパクパク空は夕焼け

庭先にぷっくり実る空豆を取りて土産とす雨上りの夕

恐ろしや変異ウイルス蔓延すニュースに脅え外出できず

ワクチンの予約取れるのどうなるの高齢者われ不安の募る

母の日に大きな鉢のカーネーションと花柄のＴシャツ共にもらいぬ

蔵の町コインパークに乗用車ズラリと並ぶ県外ナンバー

傘さして友と緑道散歩するさくらに菜花話は尽きぬ

音やさしきハープとフルートコンサート風はさやさやさざ波が立つ

三分咲き満開そして花筏三回通う新河岸川へ

バス停に風運びくる沈丁花の花の香りにやさしい気分

待ちわびたれんぎょうがやっと花ひらき今年も見事黄色のカーテン

荷作りは大変だけど開けた時喜ぶ顔を浮かべて作る

晴と雪日本列島縦に割り止まない雪に身震いのする

正月に鯉に餌やれば鴨が来る鳩も飛び来る午後の陽の下

元旦にわっと一気に花開くシャコバサボテンピンクの花火

夜遅く宅急便が届くので一晩放置しアルコール消毒

じわじわと身近に迫るクラスター高齢者の陽性増すばかり

初島に友と來りて観光よりも多くを語りて心が弾む

安川敏子☆ （埼玉県）
四季の花そしてハーモニー
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たけし

若き日のライバルの君職場にて倒れて今は施設に入りぬ

断捨離に汗色染むる服ありて当時の香して涙ぐむなり

あまたなる返信の中に病院のベッドの友の喜びの声

墓参りに山門くぐれば手水舎の水清くして心静まる

感染を制御出来ぬと為政者は自分の命は自分で守れと

『星の王子さま』大好きだった次女娘薬局の仕事テキパキこなす

『火垂るの墓』この時期になりて思い出す平和な時代にしみじみ感謝す

スマホもち孫らはゲーム吾メール時代は今も変わりつつある

許すまじ戦後幾十年経とうとも今でも消えぬ深いきずあと

クレーンのブームの中にすずめの巣親鳥藁を咥え来るなり

九十三の師の逝きしあとの鬱憤は空を見上げて語り掛けたり

恵まれず育英会にて学ぶ子の近況報告見るは楽しみ

西空がにわかに暗くなりたれば洗濯物取り込む時間さえ無し

兄よりのメールを見れば癌を病む息子のステージ四と知りたり

ワクチンを二回受けたる二人には買物へ行くに安堵感あり

接種後の待機時間は控えよといえど場内雑談しきり

国民の命を守るためですと言う為政者は国費を使う

窓よりの光差来る時刻には母は厨で包丁の音

ヨセミテ公園の壇上にありて指揮をとる写真を見ては現実を知る

青信号美紀は守ったお父さん夢の中にて今も訴う

妹の見ている前で姉娘は信号無視のトラックの事故死

医師よりの母の病状伝えられステージ４にわれは戸惑う

１００点を取ったらじいじ買ってねと孫の乞いたる家具屋に向かう

コロナ禍に第九を聞かむ機会無く友と電話に互みに嘆く

バレー部の頃より続く練習をコロナ禍の今も続けていると

年賀状投函口に差し入れて自分の指を触れずに落とす

修理して感謝の言葉貰うとき喜寿すぎし身も若き血騒ぐ

ビル群を掃くごとく射す西日あり長き犬の影ふみて帰りぬ

やだやだと嫌がる兄を宥めつつデイサービスに送りだす義姉

スマホにも万歩計あるとメールにて同級生は教えくれたる

一途に生きる
山崎

猛☆ （埼玉県）

やまざき

冬雷二〇二一

作品展望

作品年鑑

作者別 年間全作品

芳枝

作品から観る「冬雷」の一年
小林

昨年から流行しているコロナウイルス

冬 雷 2021

参拝者の安全を守る為の苦肉の策かも
知れないが全身とは驚きである。
三好規子

家族五人総がかりにて我がワクチン予約

のネットや電話つながらず
高齢者を守る為のワクチン予約を全員

水谷慶一朗

多くの人が実感している事であり、こ

フレイル吾が身に及ぶ

稲田正康

終着駅に溢れ来る人そのすべてマスク

の様な新語も生まれた。
着けをるこの国のさま

ピックとパラリンピックが無観客で開か

んな中で一年遅れの二〇二〇東京オリン

の会員が学べる体制を取って凌いだ。そ

ネット歌会・誌上歌会など工夫して多く

でいる。冬雷では全ての集まりを中止し、

で、形を変えながら世界中を恐怖に包ん

三十分以上ひとりにかかるのがネック

こういう会食が普通になってきた。

に幾度も聞き返しをり

マスクしてアクリル板を隔てたる会話

もその一人、途方に暮れている感がある。

ワクチン予約に苦労した方は多く作者

れて聞く遠雷の音

ワクチンの接種の予約出来ぬまま夕暮

胸に飾る選手ら

盆の上の入賞メダルを受け取りて自ら

五輪開催には反対だが全力を尽くす選

ゐる選手の活躍

顔のみえない人の群れにもつ違和感も

れた。強引ともみえる開催だが真夏の異
にて個別接種増やせず

でする家庭もあり大変であった。

常な暑さの中で競技する選手達の活躍に
接種に協力する医師の悩みも深刻だ。
☆

美千代

内垣米子

橘

糸賀浩子

藤田英輔
☆

外出時不要で不急の用事かと自問をし
ては自答を造る
外出制限を誠実に守っている。

久

赤間洋子

二〇二〇東京五輪反対なれど時に見て

兼目

手の姿に熱中して見入ってしまう。

ことと受け止めるしかない。
松居光子

コロナ禍の深刻なるなか行はれたる此度

の五輪は観る気の起こらず

佐藤幸子

夫を廊下に見守る

選手に対してではなく開催すべきでは
ないという状況だったことも確かだ。
ささくれの治らぬままに冬は去り日本の

勤めを持ちながら必死に学んでいる。
を冬日が照らす

須藤紀子
捨てられても黄金に輝く柚子の活力。

大量の柚子は畑に捨てられて黄金の山

負けず黄の花咲かす

目標は全員そろってパリ再訪ノートル

山﨑英子

百歳を迎える作者の明るさが光る。

☆

新井光雄

第三回「冬雷賞」に選ばれた嶋田正之

☆

仲間とパリ行きを目指して仏語を学

ダムをせめて外から
澤木洋子

■特別作品

ぶ。ワクワクするような目標である。

がり背伸びの心地

井上菅子

松中賀代

載された。この賞は『作品年鑑・自選合

氏の五十首詠「清流」が二月号巻頭に掲

の 会 も 大 会 も 自 粛 せ ざ る を 得 な か っ た。 む。育てる事に生き甲斐を感じながら。
カットの雪渓ひとつ

は昭和十五年に入会、画家としても長く

同歌集』を対象にして選考されるもので、
圧

活躍されて居り故郷の清流への想いとご

その年の「年間最優秀作品」である。氏

周年記念文庫『四斗樽

険しい登山に挑む姿が眩しい。

益坂順子

そこで創刊

分蘖の進む田の稲露を抱き緑の平野に

戦ひの無き後の世を願ひつつ清き流れ

沢のせせらぎ

紙漉きの千三百年の伝統を細々つなぐ

自身の絵の原点がテーマになっている。

朝日が昇る

中村哲也

石渡静夫
広々とした稲田の朝が瑞々しい。

大山敏夫

この一首に全会員の思いが籠る。

間もなく終はる

遺り「冬雷」の友らと学ぶ

年齢の高い人が多くなっている。しかし

卒業の要の論文書けぬまま令和二年が

太田行蔵亡し木島茂夫亡し『四斗樽』は

改めて学ぶこととした。

縮版』を十月号の別冊付録として制作し

60

六十年を過ぎた冬雷には自然な事だが

☆

幾つもの雪渓越ゆる縦走にスプーン

明るい五月の光と風を期待して楽し

明日より五月

庭に咲く芍薬つつじ花菖蒲四月は終り 《巻頭五十首》

訣。明るい方に心が向く。

こうした心の切換えも若さを保つ秘

丹の蕾を数ふ

埒明かぬ事の続きは考へず明日咲く牡

ちょっと高い靴を新調して心が弾む。

新しき靴のヒールは三センチ視点の上

園児等の黄の色帽子元気なりカンナも

歌には心の若さと活力が溢れている。

家にこもり自粛つづけて明らかにコロナ

を守る為だとしても何とも切ない。

入院中の家族に近づけないことは患者

病室に入れぬコロナ禍の対応に眠れる

今は慣れてしまった。

多くの人が感動した。コロナ禍をどの様

☆

長尾弘子

に過ごしてきたのか作品から辿ってみた
こんな姿も安全対策とあれば仕方ない

永野雅子

☆

りかの様に泣き合う

吾がスマホに映る娘の大きな眼何年振

毒液を噴霧す

入国制限増えゆく

周年の作品群》

60

冬雷は今年六十周年を迎えたが、祝賀

《創刊

るのでゆっくり読んで戴きたい。

くの方が其々の立場での感慨を詠んでい

抄出できたのはほんの一部である。多

さに救われる。

子供には夢を持って欲しいと願う優し

のたきひであき

のメッセージ良し
WHO

子供達よ「サンタはコロナに罹らない」

い状態は今年も続く。

海外から帰国を願いながら入国できな

ブレイクあずさ

元旦の帝釈天は参拝者の手と全身に消

《長引くコロナ禍とオリンピック》

■作品欄より

い。

はワクチン接種を急速に進めている中
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松居光子 （九月号） が明るい風景が未来を予感させる。

高橋燿子 （九月号） は体調を崩した夫を気遣う気持がみえる

「あの日あの時」
（一月号）

リビングのテーブルに置いたアンスリ

を置く為あつさり片付く

雑然とカタログを積むローテーブル鉢

ム植物ひとつにリビング和む

気まぐれに置くテーブルのアンスリュー

●中村晴美

を描きつづけむ

永光徳子 （十一月号）
齋鹿ミヤコ （十二月号）

■写真一葉・短歌二首

「種まき」

「戦争―九歳の記憶―」

黒塗りの父のパレット重たくて床に広 「明日は未知数」
げて絵具混ぜにき
先輩を誘ひ美術部立ち上げし中学二年
の夏の終りに
担任の勧め断り高校の教師を頼り進路
決めたり

るという厳しい規約があるので大変なエ

この企画には毎月の詠草も必ず提出す

短歌」としてスマホの写真に一首を添え

鑑賞できるのが有難い。最近は「フォト

いる。歌の背景が見えるので同じ目線で

短歌二首」は今年もほぼ毎月掲載されて

筆塚の前に焼かれてゆく筆の爆ぜて読

桜の紅葉かがやく

●小林芳枝

だ。艶やかな葉と赤い花が美しい。

ウムが何時もの部屋に変化を与えたよう

ネルギーが必要であるが、本年も十一名
て送るというものが現れているようだけ
経のこゑ中断す

二〇二〇年から始まった「写真一葉・

が参加して個性あふれる作品が生まれ

筆者の作。十一月二十三日に毎年行わ

☆

り傍で経を唱える住職も驚く。

れる筆供養。時には竹が爆ぜることもあ

相沢春洋の忌日に合はす筆供養今年は

（二月号）

た。
れど、短い手紙を歌にするらしく、普段
「続・美しいもの捜し」
茜 （三月号） ●江波戸愛子

野村灑子 （一月号） とも興味深い。
「自粛の日々の歌」 大野
（三月号）

朝の日が映すふたりの影法師ほどよき

四階建て分あるだらう子等遊ぶ上の広

を為すひたすら為しき

雨の日のハンドボール部階段に基礎練

●黒田江美子

間たもちて歩む

ひさかたの光やさしく差しこめる並木

児玉孝子 （六月号）

の道を君に付き添う

井上法子 （七月号）
場へリハビリに行く

きすぎりくお （四月号）

「つれづれ」
木洩れ日の差す並木道を散歩する歌に

「うから」

「愛しき者」
藤田夏見 （八月号）

いてくるカヌーがみえる。空の明るさと

川に張り出す満開の桜と遠くから近づ

ヌーの近づきゆけり

株数は増えざるままに今年また彼岸花

ぬそれの習性
咲く植ゑて八年

励みとなり階段を登り、リハビリをする

高く伸びて開いた彼岸花が美しい。時

氷柱伸ばして

帰路に詣る左千夫の墓に新しき卒塔婆

る人無く静かに在りぬ

錦糸町駅前に建つ左千夫の歌碑足止め

むすめに貰ひし鉢に

待ち待てる酔芙蓉さく二年前の母の日

●三好規子

身も笑顔で被写体になっている。

（八月号） 期がくれば必ず咲くことに感動してご自

静寂の中に聞こゆる滝のうら水の音し

が立ち居り珍しきこと

●赤間洋子

（四月号） 桜の下の陰がつりあっていて美しい。

て和むひととき

（十二月号）

登山を楽しむ作者、真冬の凍った滝の

写真には花も葉も大きく伸びて健康的な

戴 い た 鉢 の 花 が 次 の 年 も 咲 く 嬉 し さ。

ふごとく紅まざり咲く

白妙のはずの酔芙蓉あしたよりほろ酔

る。

（五月号） は 親 族 の 温 も り が 感 じ ら れ て ほ っ と す

（十月号） 花が写されている。
花びらを齧る黒瓜葉虫ゐて丸み崩るる

●中島千加子

この写真と二首は冬雷誌の巻頭に載っ

三年目になっても収束が見えないばか

ており、本を開くのが楽しみである。
は擬死のポーズを始む

たんぽぽの花

体長一センチに満たない虫を接写。懸

吾が気配気づきたるやう花のうへ葉虫

ら深まる飼犬との心の繋がりが思われ

の遠吠え距離感もなく

る。少し甘えた様な犬の表情も可愛い。

を襲ってくる。我慢、我慢で大きく狂わ
したのかが作品の中に見えて来る。

（十一月号） せられてしまった生活をどのように過ご
彼岸花その赤と白咲き初めつ時を違は

●江藤ひさ子

様子に作者も息を潜めているようだ。

りかウイルスは幾度も型を変えては私達

水面へ差しのぶる枝に花みちて赤きカ

しづかにあらはる

街川の橋より桜見てをれば二艘のカヌー

●森藤ふみ

（六月号） 命に花を食べている間も警戒は怠らない

寺の住職の妻として忙しく過ごしなが

鳴き声を真似つつ帰ればわれを知る犬

でつつ春の日を浴ぶ

子犬より抱く感触さながらに毛並み撫

●井上槇子

る。白く輝く滝は近寄り難い感じがする。 所がら見る人は居ないようだけれど墓に

静寂の中で自然の厳しさ美しさに触れ

駅前広場に低く建つ左千夫の歌碑。場

宝満山の難所ヶ滝は冬に映え静寂保つ

●益坂順子

体力と気力の源になっているようだ。

子供達の元気な声は教師だった作者の

「詠むこと」

「堰堤のさざ波」 江藤ひさ子 （五月号）

（一月号）

歌を作らない人の中で楽しまれているこ

《今月の三十首》
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作品展望

冬雷集
水谷慶一朗

このたび年鑑・自選合同歌集の冬雷集

冬 雷 2021

己の身をただ守るため一枚のマスク
手洗ひ外出の我慢

赤間洋子

やることが今日もあるといふ幸せは

◇健康のあかし
健康のあかし感謝して生く

取り立てて行きたき処あらざれど行
弾丸刺さるバイエルを母が持ちゆけ

イエルに刺さりて止まる

米軍の機銃掃射の弾丸ひとつ我がバ

料理はわがストレスの解消法食べて

身を守る一枚のマスクを洗った爲に乾

けぬとなればうつうつとして

くまで外出の我慢と言う。初句は「己が

芽の出でて食べるに硬き里芋を土に

くれる人居らぬが淋し

の「冬雷集」欄には常に三十名前後が名

身」≲おのがみ≳が良い。

を連ねています。年間数にすると概ね三
ば憲兵隊に取られてしまふ
米軍艦載機の機銃掃射をうけた時の恐

植ゑてみむ捨てるは易し
怖の一首。バイエルはドイツの作曲家バ

り昇格され活気を齎されています。又な
買物の帰りにマスク取外し深き呼吸

浮州は動く鴨のゐる池

あるなしの風に揺れゐるススキ乗す

が解る。

力が働いた。実に悲惨なる世であったの

下にピアノ教則本とは何事かと軍部の圧

に見せて没収された。弾丸よりこの戦時

イエル著のピアノ教則本。これを憲兵隊

がらく定着していた作品掲載配列が十二
に緑が匂ふ

赤羽佳年

香り良き赤紫蘇青紫蘇育てども吾は
食するに抵抗のあり

月号から冬雷短歌会への入会年月を基に

◇老いづく日日の歌

した配列に変更組替えが為されました。

ひてその枝ひろぐ

リズムよく、無駄のない詠嘆で写実鮮

く鳶のやすらふところ

枯るるもの枯れて立木の潔く宙に向

年か物を増やさず
焦げいろの鉾杉立てる裏の山棲みつ

天野克彦

◇令和三年

が大山編集長の思慮には常に若手実力者
雨あとの芝生はひかりをためてをり
雨の後、濡れた芝生が陽光に乾きゆく

朝のかがやき昼のかがやき
時間的経過に視線を注ぎ、朝と昼の耀き

の台頭と、推薦も含めて本欄への昇格者
自信ある人達は鋭意実力を発揮し冬雷集

藤棚の上におさまりきらぬ蔓たれて

明の一首でもある。

骨折のリハビリ忘れ息子より注意を

砂場の柵につかまる

の変化を捉えた嘱目である。

されて即座に始む

友の育てる白玉椿一枝を貰ひて帰る

青木初子

余生なる甘き言葉はわれになし混沌

公園に鳩は見えざり人もゐずマスク

明日は炉開き

動かせば筋トレになる

く 友 か ら 白 玉 椿 一 枝 を 貰 い う け た の は、

大塚亮子

の中にひとりただよふ
外して深呼吸する

紙切れに歌書きをれば息子が見て無

◇年年歳歳

やうやくにのぼり極める立葵雨をふ

朝起きて掃除機を掛けモップ掛け体

が、立葵の咲き極める様子を確かな眼で

茶道稽古場での炉開きに添え花とすべ

捉えて新鮮味がある。

外出の稀となりたるわが暮らしパス

蕾膨らみを増す

茶の稽古休みゐる間に梅終はり桜の

か。母上の作歌姿勢をこよなく理解され

何と優しく素晴らしい子息であろう

茶道師範らしい思い付きだ。

有泉泰子

心の温かさが伝わる。下句がその全てで

モカードの残高減らず

一隅を照らすは天台宗開祖最澄の言

ある。
咲かぬなら伐ってしまえという声に

うが作者はふる里に似る中川畔に親し

ふる里の風景に似る中川の土手に屈
◇藤の花

従わず来て藤の花観る

む。白詰草はクローバーの別名。土手に

☆

葉。中村哲氏は医師だが、異国アフガン
人。不運にも銃撃で死亡された。中村医

診察を終えて歩幅のせまくなる夫に

ふる里は遠くにありて想うもの。と言

みてしろつめ草摘む

師の好んだ言葉を作者は心強く墨書に認

添いて家まで帰る

強風に波立て流るる荒川の蒼々と澄

るのだろうか。
大山敏夫

屈みて幸運の四葉クローバーを探してい
て歩行とのアドバイスに因る実行か。な

◇十年過ぎて

み冬鳥動かず
物忘れ年相応と思ひをり病名くださ

らば「歩幅をせばめたる」のほうが解か

よ三週間後にあるじは居ない

するすると伸びたる向日葵早よ咲け

日々の散歩怠り続け今日の歩み靴の

ちひさき渦巻き動く

階段をくだり来て立つ路面には風の

りよいのでは。
池亀節子

れ慌てふためく

◇公園の椅子

き薬に託す

医学書に娘の助言に納得し心落ち着

上句は受診した医師から歩幅を狭くし

めたのである。

江波戸愛子

で井戸農業用水路建設に単身貢献した

中村哲氏の好きな言葉を

「一隅を照らす」と強く書いてみる

◇一隅を照らす

くすといけないと手帳をくるる

初句の置き方は常套的で惜しい処だ

ふみて傾ぐ花びら

◇花と野菜のある庭

の充実に参加下さるよう念願致します。

は多彩を極めたいと期待されています。

当分はこの形式が持続されるでしょう
有限のいのち思へば自づからのち幾

ます。七月号から三名の人が作品一欄よ

人は無く、意欲ある作品を出詠されてい

この欄の殆どが高齢者ですが欠詠する

百六十名の出詠者となります。

欄の展望を担当いたします。月刊冬雷誌
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カレーターに右足が出る

脳からの指令は右にゆくらしくエス

ぴひとつづつ食べて止まらず

の流行語に収まっている。長い自粛の家
一つだけあればすむのにもうひとつ

コロナ禍の蔓延と共にフレイルも日常
篭りが、我々高齢者を虚弱体にならしめ

中の足そこそこほめく
十年を目処に概ね第二次の処置へと
る手痛い現実であり回復は望み難い。
ショッピングカートゆつくり押しな

カートにいれる小さな付箋

故小川照子

移るらし婉曲の言葉
住宅地と野鳥保護区を隔てたる水辺

我に教へむと遺りしコピー

「高砂」の節回しの符号書き込みて

櫻井一江

か一点を自選し書展に出せり

◇おもてなし清掃

がら左右の棚をまなこは移る

にカハセミ繁く現る
久

柚子の実はみどりの中に黄の色に冬
兼目

条幅紙に書き行く前に半紙にて古典

文字と文字の間合と調和がまづまづ

◇間合と調和

田の周り糸張りゐるは鳥よけか色々

切なくもうすむらさきのあぢさゐに
茂す畑に空き地に

大地には何億の種こぼれをり雑草繁

に固定し雑草に向かふ

帽子被りゴーグルをつけ草刈機を腰

を書して幅に臨めり

警備員至る所に守り立ち選手村付近

海選手村いよいよ開村

一年間ビル群のまま置かれありし晴

りて「おもてなし清掃」

選手村の膝元なれば町内に声掛けあ

例へん心はあぢさゐの花」で始まる一篇

朔太郎の少年時代の詩に「心をば何に

容は凄い歌だが下句卒直に「畑空き地に

る。田畑を培う人々には困惑の存在。内

何億の種が零れ、雑草として自生繁殖す

大地即ち見る限りの広大なる地面には

も て な し 清 掃 」 の 奉 仕 が 行 わ れ た 様 子。

ない五輪だった。作者の住む地元では「お

で何となく始まり、何となく終って呆気

おもてなし五輪の開催も賛否両論の中

黒田江美子

がある。作者はこの詩を念頭に詠まれた
雑草繁茂す」の方が声調もよく収まると

新型の検査機器にてコンピューター

然し警備体制が強固で開催期間中は安全

故関口正道

水で沸かす、上句を受けての下句が更に

痛切な状態を率直に連ね、珈琲を湧き

みきたる湧き水にて珈琲沸かす

子も孫も連れ合ひもなき吾が人生汲

◇子も孫も連れ合ひもなき

持つ作者、作歌で紛らわす事が最善。

場所でもあったことが作品から窺える。

思います。

ミンＤ浴ぶ軒の日溜まり

葉牡丹を這ひ出で来たる青虫とビタ

言葉、繊細な感性の表現が豊かで巧み。

長さ硬さ太さの違ひ少しある芋けん

小林芳枝

◇芋けんぴ

冬雷集

診断結果を確と説かるる
フレイル進むと

作品展望
井上

青虫と自分、懇ろな表現と一体となっ

内容を重くしている。順直な纏め方で人

て独自な世界を展開、Ｂ・Ｄが斬新。
運の良き一世なりけり告知より三度

桜井美保子
目の秋しみじみ仰ぐ

花も実も葉もひといろの黄金の満作
玄関の真上の半端な三畳間にパソコ

咲けり春はたけなは

の心を引きつけて打ち、巧みさが切ない。

季節に、より深く感じられた。

大病をされたのでしょう。然りげ無い

◇くれなゐ

詠み振りの中に生活の哀感があり、秋の

ゆるやかな登りがつづく坂にしてふ

ン専門の書斎を設ふ

に取り組む姿勢。冬雷誌に優れた業績を

現。二首目は書斎を作り作歌などに懸命

春の感動を豊かな感性で具体的に表
「永く伏すことの無きまま八十の半ば

散り落ちる術を知らざる紫陽花の未

に至り観る百合の花」この作風からも寿

練がましき生き様もあり

先を行く夫が止まり吾を待つ黄にか

「張りがじわじわ」の語句が効果的で、

がやける蜜柑の木のそば

髙橋説子

りけふはイケメン二人

植木屋の親方以外の顔ぶれに変化あ
当然に氏継ぐものと信じたる孫は相

訪ねれば必ず吠える犬をりてけふは
絶えるかも知れない絶望、心情の揺らぎ

風の良い笑いの要素十分の詠み口に嵌っ

題からして威勢の良い始まり独自の気

負けずに睨みを利かす
が伝わる調べのある作品。強い詩精神を

婿 に 行 く の で あ ろ う「 ま さ か 」。 氏 が

手の姓を名乗ると

な手法で巧みに構成されている。

◇ 一人暮らしの始まりはじまり

挙 げ ら れ た 御 方、 誇 り に 思 い 止 ま な い。

澤木洋子

「再生の力あるらし」癒えを受けての

再生の力あるらし

熱物にふれて火傷の癒えきたるまだ

◇ふはふはとろり

い量感もあり、読み応えがあった。

ある。一連の旅行詠や写実など調べも伴

るうた。因みに蜜柑の蜜は甘いとの意も 「 未 練 が ま し く 」 と 花 に 投 影 し、 鮮 や か

言外に夫婦の深い愛情を匂わす心温も

命に関心を持ち自身の奥に潜む心情を

様子や状況が良く伝わってくる。

嶋田正之

くらはぎのじわじわ張りくる

のある描写に引き込まれた。

叙景の確かな言葉が働き合って臨場感

通り隔て瀬戸神社とむかひあふ琵琶

◇伝説の海

冬 雷 2021
島神社は海に迫り出す

槇子

筋肉の衰へは体重減少と密に繫がり

の安心夜道

と思える。

◇体をいとほしむ

写の活かされた好感の歌である。

喩へて歌ふ詩人の孤独

四首とも身近な処に眼を向けた写実描

ありぬ鳥とのたたかひ

数羽餌拾ひゐる

裏の田の田植ゑが終り水満ちて白鷺

至をめざし色増して来る

◇花ざかり
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は泣かぬと遺影にピース

病室が震へるほどに泣いたから家で

の表現が自在。「イケメン」「睨み」等。

た。しかも纏め方や調べも張って、全体

の様な奇抜な短歌を加えると鮮度を増し

想が意表を突いて面白い。纏めた中にこ

で正しい鳴き方を教える、気転の利く発

う事があるが幼鳥なのであろうか。口笛

一般的の鶯の鳴き方と違う旋律に戸惑

にて正しい鳴き方教へてやるも

◇ 若き等の助言に従ふ九十代

優しい人柄が窺われるのである。

が沢山あり興味深い。姑への尊敬と情愛、

一連の中に姑の一挙一動の見守りの歌

所われも辿りて草木を調ぶ

皮膚のかぶれ激しき患者の行きし場
日本一石垣高き丸亀城石垣と城名月

今も残れり

黒船の来襲に備へ造られし砲台跡が

と刻まれてあり

日南町に松本清張文学碑父君の郷里

九十の姑なり

御主人の急死にも言葉が照応して、深

橋本文子

い愛情に統一された作。笑いとペーソス
作品全体の魅力を高めてくれると思う。

細りたる拒食症の腕に息のみて位置

☆

口元のスプーンを拒みて手を合わす

高松美智子

の巧みさに作者の感慨が汲み取れる。

食を閉じゆく百歳の意思
白し

ゐる姑の見ゆ
家回りの丈の短かき冬草を抜くとき
姑の身体小さし

水谷慶一朗

災害の様を詠む巧みな語句の斡旋の中に

先ずこの一首に衝撃を受けた「白曝れ」
。

へに白曝れてゐる

豪雨禍の運びし太き流木が葦洲のう

◇川に沿ふ道

地元の関心事の誇りも淡々と巧み。

る事が趣味とぞ

鳥取県米子育ちのメダリスト蛙育て

蛍の歌も抒情的で有様が想像できる。

者 の 壮 健 と 迫 力 溢 れ る 短 歌 に 感 心 頻 り。

九十代にして意欲的な纏め方、全体に作

方 方 の 名 所 の 嘱 目 の 風 景 に 興 味 津 津。

をたしかめワクチンをうつ
共に克明な描写に寄って使命感溢れる
中村晴美

寒き夜の露天風呂の頭上には固き蕾

◇齢九十の姑
の桜の枝垂れ
早春の感じを鋭く把握し様子を的確に

百日を皮下点滴に命をつなぎ生き様

伝えている。特に下句の調べに引かれた。

美千代

常よりも早く太れる大根を土に埋め

福寿草の黄に似た明るさ伴える小柄

橘
自らにタクシー呼びて出掛け行く齢

白寿とは思えぬ意欲的な歌に驚嘆。「齢

年私は百歳となる
し み じ み 思 ひ つ つ 」「 長 か り し か 短 か か

柄 の 歌 が 多 く 微 笑 ま し く も、 羨 ま し い。
日々の嘱目の風景や生活の営みの中から

漁民らの思ひに聴く耳なえたるか上

海に流すは明日か

季節の移ろいの花や果実が生き甲斐の一

伝わる。花の知識が多くあるのも長年の

教理や思想などを確固としている心情が

りしか」とさらりとした詠み振りの中に

捉 え、 ほ っ こ り の 短 歌 に 和 ま さ れ る。
嵩

行き場なき流木ふとく横たはり川洲
山口

親カラスが巣立ち三羽を誘ひて生ご

薄めたるトリチウムは害なしと命の

◇行く雲の影

み置き場の袋を囲む

つになっているのではと思われる。様々

◇皇帝ダリア

られる歌が多い。自分も斯くありたい。

一首目の放射性物質を流す「命の海」、 の事に興味を持ち毅然とした姿勢が感じ
二首目の「上意下逹」共に対象の的確な

ち神社の木となりて立つ

我が植えし幼木の楓さるすべりが育

☆

語句が手際良く独特の鋭い描写が深刻さ
を増す。悲惨な原発事故の状況が活写さ

吉田綾子

をそそる。全体的に写実に立脚している

れている迫力のある歌が多く、再三再四

森藤ふみ

よく見ればこれが花かと思ふほど土

胸が痛むのである。
金よりもラスト泳者に感激す着差二

神社への畏敬の念がうかがわれ、矜持や

自 分 が 植 え た 木 が 立 派 に 育 っ て い る。

筆に似たり木賊の花は

感 動 を も 含 ま れ る。 特 に 結 句 の「 立 つ 」
上句と下句が働き合って状況を伝えて

孫の背を見送る我は

朝な朝な時間に追われ家を出る子や

が効果的で調べを整えている。

分にパラの意義みゆ

な纏め方でゆき届いた描写に樹木や花な

ンピックに添った作者の感激が伝わる。

寺の除夜の鐘聞く

重ねたる齢しみじみ思ひつつ近きみ

しみ、活気の満ちている。

る。全体に姑を看取り、友との交流を楽

の役割を担い愛情のある使命感が思われ

弁当等も作っているのであろう、家族

長かりしか短かかりしか永らへて来

山﨑英子

いる。金メダルより意義、同感。パラ リ

テーブルに置きたるわれの薬袋を子
のさりげなくチェックしてをり
具たくさんの汁物あれば無理をせず
菜を作れと娘言ふなり
娘さんとの愛情が込められ、程良い間

◇送迎の道

どが分かり易く有難い「土筆」に納得。

い。植物の知識が豊富で驚嘆する。順直

砥草の意味も持つ木賊、茎は堅いらし

◇木賊の花

見事な歌が多く作者の特徴と思う。

う。色んな場面を見せてくれる様に興味

人の生活に一番密着している鳥であろ

意下達の海洋放出

て、より切実な状態を伝えている。

太い流木と葦の対比に差異が強調され

に葦の穂むらが戦ぐ

こうも的確な言葉を選択するとは。

「ホーホケキョ」と鳴かぬ鶯に口笛

◇月光透る

者の喜びが伝わってくる手際の良い作。

縁起の良い福寿草の例えで、慶事の作

な女性を息子が連れ来る

施設に勤める作者 の 気 概 を 汲 み 取 れ る 。

みせて生ききりたる人

見る目が徹底しゆき届いている。

知症にならずに貫く生涯。作者の対象を 「医は仁術」人柄の伝わる作である。

を呑む。「手を合わす」「百歳の意思」認

全体の語句が効果的に働いていて、息

◇砂時計
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作品

一

枕辺のスマホを取りて音を聞く面会
わせをするトランペットの物憂いＢ管の

象風景のようなモチーフが印象的。音あ

椅子に座し足の上げ下げ疲れるまで
もしやと気を取られる。筆者もそうだっ

の連絡を待って鳴るはずもないスマホに

ン面会にスマホに「齧り付」き、子から

で作者は支えられている。初のオンライ

かん欲しいと体の奥でささやく

胸のつかへの晴れぬ日オレンジ夏み

誰にも会はず

梅の香を運ぶ風あり土壁の蔵温かく

あるがごときの柔き冬の日

いつか誰も居なくなる家とこしへに

◇井上菅子

音色。春の昼下がりの空気感を漂わす。

時以外鳴るはずも無し
傷ましい内容を感情に溺れてしまわず

両手挙げ下げ万歳十回
た。「連れて帰って」に父を思い出す。

歌として確り表現されている。詠うこと

左脇打ちたる痛さよタクシーを呼ん
今は医院の跡地に戻りいつも共にいる。

美千代

でもらひて帰宅に向かふ

橘

靖国は舞楽殿での奉納吟緑の森に響

を打ち肋骨を骨折した時の率直な表現に

きの数々に作者の必死さが表れる。左脇

ハビリに励む。詠み込まれた具体的な動

中学の窓に音階そろへゐるトランペ

ある分かれ道

椿しろく枝一杯に咲く下に古き祠の

きとめ笑ふ父は幾たびも

急坂をのぼり駈け来るをさなごを抱

二首目と三首目。五感を研ぎ澄まし感知

けさを心の奥からの渇望を感覚的に詠う

存在の不安定感を詠う一首目。孤独の静

見 て い る よ う な 感 じ が す る こ と が あ る。

つめているとふと記録映像の一コマでも

淡い冬の日の差し込む家の畳や床を見

◇稲田正康

激しい痛みが伝わってくる。靖国神社と

ま さ に 一 首 目 の 光 景 が 繰 り 広 げ ら れ た。

園 で、 一 歳 児 を 連 れ た 若 い 父 親 を 見 た。

とわれに小遣いを呉る

わが兄は八十九歳いつ死ぬか分らぬ

きつづくこのひと月を

生日に子から贈られし花籠の薔薇咲

☆

されるものを身体の感覚を作者は詠う。

幼児への慈しみの感情の自然な流露とし

◇樗木紀子

ットはＢ管の音

オンライン初の面会病院の控室にて
ての動作。見る者にも微笑みが湧く。咲

先日、広大な菜の花とチューリップの

スマホに齧り付く

二年前孫娘から言われたり「オリン

夭折の子に会えるとぞ賽の河原八潮

歩き来たりぬ

一歩一歩体重移動繰返し六つの峰を

長を見る喜びをストレートに表現する。

はの発見である。実生から育てる柿の成

の支柱の高い所に眠る雨蛙も作者ならで

と独特であり印象深い一首目。エンドウ

☆

萎縮のすすみ言葉の少ない娘から
き盛る椿の白と祠と分かれ道。作者の心

も咲き続けている。枯れずに保っていて
つつじが咲き満ちており

◇鈴木やよい

◇糸賀浩子

「連れて帰って」と切ない願い

くれる嬉しさ。八十九歳の兄が命終をほ

山道の花を眺める事もなくすたすた

植えにすみれ（食用？彩り？）を入れて

のめかし小遣いを呉れた。妹に気を遣わ
登る小学生は

☆

◇斉藤トミ子

せないための方便であろう。兄妹の情愛
ク。パラリンピックも無事に見届けるこ

いう実感のこもる一首目。深山に咲くと

繰り返すことで六つの峰を歩いて来たと

無駄な力を使わず一歩一歩体重移動を

残暑から一気に空気の変はりたり昨

つ重なる蝉の抜け殻

枝先の空蝉につかまり羽化したか二

暗きなかベンチでうつむく人の顔ス

の機微。孫から言われていたオリンピッ
とができた。飾らずストレートに詠む。

い う 八 潮 ツ ツ ジ が 咲 き 満 ち る 賽 の 河 原。

亡き友の愛した花よ夕化粧たたずみ

孫の家まで自転車をこぐ

けふからは日脚の延びるうれしさに

くすたすた登る小学生のパワーに脱帽。

を彩る花として相応しい。山道を苦もな

やさしい淡い紅色がこの世とあの世の境

で何を？冷たい人工の光に青白く浮かぶ

ベンチでスマホを覗きこむ人。暗がり

夜の雨に土の色濃し

りておりぬ支柱高くに

エンドウの葉のかげにいる雨蛙ねむ

みれも入れて鉢盛り上がる

寄せ植えはネギ白菜とルッコラをす

◇高田

一雨毎に秋が深まりゆく予感を漂わせ。

化 を 感 じ「 土 の 色 濃 し 」 の 写 実 が 良 い。

残暑の日々から一転して秋めく空気の変

が。作者の観察眼の発見である。雨の後

非人間的な顔を表現。空蝉の上にも空蝉

◇正田フミヱ

車を作者はこぐ。読者も思わず心が弾む

実生から柿の木育て低い木に花の咲

☆

て見る呼ばれた気のして

歌。植えた人が亡くなっても花は年々咲

き出す嬉しくなりぬ

のも有りうる。子供が幼かった頃言った

歌われていておいしそうだ。野菜の寄せ

作者が育てる沢山の野菜が生き生きと

春の訪れへの歓びを全身にこめて自転

き続ける。夕方咲くという夕化粧は亡き

言葉がふと蘇る時の胸が詰まる思い。

橋の下を住まひにする人たまにゐて

てゆけば魚の跳ね音

川沿ひの土手に群れ咲く花々を巡り

光

人を偲ぶに相応しい。呼ばれた気がする

子言ひしはるか遠き日

枇杷の実をお腹一杯食べたいと末の

マホの光に青白く浮く

◇倉浪ゆみ

誕生日に子から贈られた薔薇がひと月

ピックの日まで元気でね」

納の吟詠の清々しさが心に沁みる。

いう特別な場所。森の緑に響きわたる奉

左手左腕の不調や膝痛に悩む作者はリ

く嬉しさ

◇飯塚澄子
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願はくば墓を建てるな納むるな骨を

アヲサギ一羽脇に付き添ふ
◇田中祐子

三首目も和気藹々の法事が微笑ましい。

れ た 心 の 安 ら ぎ を 土 の 温 も り に 籠 め て。
台風迫るか
凍てつく冬の夜の星座を見あげる作者

コロナ禍の収束は何時と案じつつ今

手の少しかじかむ

隣接の寺の太鼓音澄み渡り朝戸繰る

景が悲哀を誘う。台風の迫り荒れる浪を

を待つのは「復興」の石炭車。独特の風

柩車すなわち火葬場へ向かう死者が通過

震災より未だ復興途上の東北。踏切で霊

の賛歌である。下句が美しい。東日本大

の小さな命の火が灯る。命や森羅万象へ

む代わりに魚が跳ねる水音が。春の風景
日も暮れたり姉に逢いたい

☆

砕きて海に撒き呉れよ

の静けさ。リリー・フランキーのドラマ
寝入るときひとり話に声が出てつま

芭蕉の句のような一首目。蛙が飛び込

ホームレスの人も青鷺も共に必死に生き
白兎に見立てる感性が個性的である。

る。終息の見えないコロナ禍で、姉と会

動き始めるあたりの雰囲気が伝わってく

の手も少しかじかんで。一日の始まりに

わせ澄み渡る真冬の早朝。戸を繰る作者

るがに身動ぎもせず

走行のバスに伏せたる盲導犬主人守

暮れて聞く遠雷の音

ワクチンの接種の予約出来ぬまま夕

しめて打ち出す一打

足裏の草の優しさ感じつつ気を引き

◇長尾弘子

りはあなたに語りかけてる

面付けてポップコーンを撒く孫は三
えぬまま時が過ぎ、叫びのような結句が

隣接する寺の起床の太鼓音が冷気を震

頭身の体伸ばして
心にずしりと響く。孤独ゆえの独り語り

☆

畝を作り馬鈴薯を置く手順にも慣れ
が声に出て、語りかけるのは亡き夫か。

◇高橋燿子

てぬくもる土に安らぐ
◇田端五百子

「墓を建てるな」に筆者も同感だ。

母在らば米寿の兄に驚くよ笑いに始

伸ばしお腹など出たりして愛くるしい姿

お孫さんは一歳くらいか。三頭身の体を
書かれたる石灰車十七輌つづく

伯父乗れる霊柩車待たせ「復興」と

の中の一点の星

着ぶくれて星空見あぐ我もまた万象

人の足元に大人しく伏せる盲導犬のいじ

が死への恐怖を暗示する。バスの車中主

クチンの予約が取れず夕暮れの遠雷の音

の柔らかさをふと感じる。対比の妙。ワ

打をくり出す刹那、踏みしめる足裏の草

が目に浮かぶ。土に触れると人は元気に

◇ 故野村昭一郎
椅子を立つたびによろめき進む列ワ

出現等により多くの人々が短歌を作歌す

らしさ。いずれも柔らかな感性が滲む。

一

沖浜に荒ぶる波は白兎跳ねるが如し

作品

受付の順番まで並べられた椅子を座っ

作品展望

ては立ち、また座っては立ちながら移動

クチン接種も一仕事にて

ても良いと思われます。私小説とは「作

する作者。病いを抱えてのその行為の繰

るようになった明治の終り頃は、文芸作

者が直接に経験したことがらを素材にし

り返しは、作者にとってはさぞ難儀な事

品の傾向として私小説全盛の時代といっ

て、ほぼそのまま書かれた小説」のよう

哲也

前年から続く新型コロナウイルスの猛

に定義されますが、この「作者が直接に

中村

威は一向に収まらず、この年鑑自選合同

れる。コロナ禍前に例年行われた冬雷大

歌集に収められた内容歌にもその影響が

会の折には私にも必ず声を掛けて下さっ

であっただろう。結句に込められた「一

歌を通して、その作者それぞれ自身の偽

にも共通しているように感じられました。 仕事にて」の吐露に、その辛苦が察せら

らざる想いや、感動への共感を皆様と共

経験したことがら」が皆様の多くの作品

した出来事や感じた内容の一端を呻吟苦

に今年も味わってまいりたいと思います。 た作者。そのご厚情に感謝すると共に衷

著しい一年であった事が充分に窺える。

吟しながらも一首にまとめ上げられたそ

◇西谷純子

だく機会をいただいたとの思いで、今年

皆様方の作品をより深く鑑賞させていた

たな新芽の出現を心待ちにする作者。そ

事も特徴だ。その花が取り払われて、新

こともなく、そのままの形状で枯れゆく

球状に細かい花を付ける紫陽花。散る

て印象的な光景であったようだ。結句の

もった真新しい崖際の積雪が作者にとっ

山中の路。そこから垣間見える昨夜に積

までの車中は、何度も大きくカーブする

紅葉狩りに出向いた作者。その目的地

山を越え紅葉みに行く幾曲がり昨夜

◇野村灑子

心よりご冥福をお祈り申し上げたい。

の積み重ねの証が、また今年も発刊の運

紫陽花は散ることもなく枯れゆきて

もあれこれと書かせていただく事となり

の繰り返される紫陽花の再生のドラマに

刈られ新芽の出づるとき待つ

ました。勝手な思い込みや的外れな見解

作者が見出した将来に対する希望のよう
た。

にも無いまとまった雪の量を読者に感じ

な も の ま で が 感 じ ら れ る よ う に 思 わ れ 「置く」の語からは、すぐには消えそう

の雪を崖ぎはに置く

もあろうかと存じますが、そこはどうぞ寛

度も何度も読み返しました。投稿雑誌の

この原稿を書くあたって皆様の歌を何

大なお心でご笑覧いただければ幸いです。

歌歴も長く、かつ人生の先輩でもある

共に喜び合いたいと思います。

びとなりました。まずは皆様とその事を

そのような中で日々生活し、自身が体感

冬 雷 2021

なれるという。馬鈴薯を作る作業にも慣

節分に豆ではなくポップコーンを撒く

グランドゴルフのプレイ中。渾身の一

まる内輪の法事

引 き 継 ぐ 家 族 が い な い 墓 が 増 え て い る。

て い る と。 先 祖 代 々 の 墓 事 情 に 変 化 が。

『洞窟おじさん』を彷彿とさせる二首目。
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させる。
☆

たのかも知れないように思われた。

凝縮されたその「美」を作者は感じられ
れる程に経た年月の流れを思わせられ

は、その当時の自身の勇気を振り返えら

思えた。また結句の「われの勇気よ」に

画教室。その待ちに待ったその再開に、
早苗を靡かせ、写し出される雲は思いも

の風景。そしてその水面に風が吹く度に

水張田に鏡のように映し出された大空

を醸し出す一首のように感じられた。

いを呼び起させる。そのような心の動き

ようなとの、それぞれ個々に異なった想

は異なった生活があったような無かった

逆にこのように踏み出せたならば、今と

た。この一首を鑑賞する側には、当時の

提出の課題の絵を今一度見直して、手直
寄らぬスピードで素早に移動して行く。

水張田に雲の映りて風くれば早苗と

◇古嶋せい子

しを施した作者。結句「筆を加える」に
地上とは比べ物にならない程に遥か上空

作 者 と 似 た よ う な 思 い や 経 験 の 思 い 出。

これまで以上に高まった作者の意欲と教

ともに動くその雲

室の再開への喜びが感じられる。

他の自選歌に、コロナ禍の故で業績不

わりてより

皿数と物音増えて心楽し娘一人が加

☆

◇本郷歌子

☆

させられる雲の、そのダイナミックな動

美智子
背の丈は一尺なれど紫の花ひとつず
きを水面に垣間見ての作者の感動が「動
くその雲」の語から伝わってくるようだ。
振になり、会社を去らざるを得なくなっ
た作者の娘の存在があり。結果、実家に

☆

君に会うそのためにだけ海越えしあ

◇ブレイクあずさ
戻られた事が察せられる。永らくの夫と

突然に蜥蜴に出くわした作者。上句か

蜥蜴はジュラ紀の顔して見詰むる

初めての出合のふりしてしげしげと

逸話を何故か思い起こさせた。花一つに

れ茶室に一輪のみ活けられていたという

つけて出向いたところ、すべて摘み取ら

朝顔が一面に咲いているという噂を聞き

うだ。豊臣秀吉が千利休の屋敷に見事な

が含まれているようにも感じられた。

びいたり」は作者の偽らざる実感と安堵

感じていたのであろう。結句の「生き延

負けて白粉花や鳳仙花の存在も危ういと

まで作者は繁茂する雑草との生存競争に

なる想い」が重ね合わされているように

の暑さと共に、当時の作者の「胸の熱く

が感じられる。そして「八月」には季節

に後先を考えずといった作者の「若さ」

く苦楽を共に過ごしてきた方なのであろ

は伝え聞いた病む友の事。かつては親し

内容だ。そこで作者の脳裏に浮かんだの

に耽ってしまいそうな状況を感じさせる

の様子を眺めていると、何気なく物思い

◇町田勝男

びを感じさせる内容と思われた。

楽し」の表現は、その偽らざる率直な喜

数と物音」と具体的に表し、
三句目の「心

越えて渡航した作者。「そのためだけに」 者の普段の暮らし。その生活変化を「皿

の二人から、娘を加えた三人に増えた作

の八月のわれの勇気よ

ら察するに、作者にとっては日常茶飯事

かつて「君」に会うために万里の海を

の出来事といったところであろう。対し

う。結句「想ひてゐたり」には、想うの

五五〇万年前まで続いた地質時代の事で

二億一三〇万年前にはじまり、約一億四

た下句に詠われたジュラ紀とは今から約

が感じた「可笑しみ」が想像される。ま

れを見るにつけ、上句の「こんなにも人

りゆく中で残され、未だに堅牢丈夫なそ

ごした際に使われた椅子。その家族が去

あろうか。共に食事をし、時に団欒を過

の椅子の使用者は亡き夫と義父のもので

作者の自選三〇首から察するにかつて

ゆる玉音放送の内容を差す。その遠い日

読レコードがラジオで放送された。いわ

東亜戦争終結ノ詔書」の事で、それは音

二十年八月十五日正午に発せられた「大

「終戦の勅」とは言うまでもなく昭和

ら暑き日なりきその日

終戦の勅のいでたる夏の日よひたす

みにてどうする事も出来ない作者のもの

恐竜の全盛期であり、化石の状況から爬

は容易に逝くものか」は毎日眺める作者

を述懐する中で、作者にとってはまず「夏

こんなにも人は容易に逝くものか座

◇村上美江

たかも初めて見るようにしげしげ観察す

虫類の進化が著しい時代とされている。

の感慨であろう。そして残された家族が

の日」、「暑き日」と真夏の暑い一日であっ

悲しさがこの一首から感じられた。

それを踏まえての祖先と変わり映えもし

故人の大切な思い出としての椅子二つを

た事が印象的であったように窺える。そ
音もなく降る春の雨窓ごしに遠く病

た一日であった事が想像させる。

を思い起こして、終始胸の中が熱くなっ
静々と音もなく降る春の雨。窓辺にそ

む友想ひてゐたり

◇鷲司法子

ない「ジュラ紀の顔して」の揶揄は作者

大切に感じられている内容に感じられ

る。そのように蜥蜴の様子や仕草に作者

の洒脱さを感じさせる内容に思われた。

た。

してこの日に至るまでのさまざまな状況

☆

留守の間に白粉花に鳳仙花くさの仲

◇山本貞子

白粉花と鳳仙花の花々。その花々を見る

者。庭に繁茂した草叢の中に姿を見せる

長期の留守より戻られたであろう作

◇松中賀代

間と生き延びいたり

ることなき椅子二つ在り

て蜥蜴は作者を怖がる様子も見せず、あ

つ」咲いている光景が印象的であったよ

い知れないが、それぞれに「花ひとつず

また「一番花」と言われる花なのかは窺

一株一株に摘花されたものなのか、はた

畑に整然と植えられた茄子の苗。その

つ茄子の一列

◇林
では、激しく吹き付ける風の強さに移動

コロナ禍で中断していた作者が通う絵

する絵に筆を加える

絵の教室八ヶ月振りに始まりぬ持参

◇浜田はるみ
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二

江波戸愛子

ピックを目指そうね、などと言いながら楽

た。 リ ハ ビ リ の ご 主 人 と 次 の パ ラ リ ン
しんでいるお二人の笑顔が見えるようだ。

り晴れて明るくなってくる海、そして渚も

◇井上法子

砂も作者も春のひかりにつつまれていく。

揺れ動く穂芒ひかる砂の道海の夕日

後独りの五十と余年

短かかりし夫婦の時間は七年間その

を背にして歩む
夕日を背にして帰るという、なんと美し

夕日に輝く穂芒が揺れている道をその

神宮の森を歩けば百年の木の香りし
ご主人を早くに亡くし、幼いお子さんた
ちをひとりで育てた大変さは詠んでいない

がひびき渡る、積雪に大杉の枝の落下の

しんしんと雪のふる日に突然大きな音

車体へこます

雪折れに大杉の枝落下して雪煙舞ひ

◇井上槇子

蕎麦を食べに行く嬉しそうな姿がうかぶ。

自粛が制限付き解除になり先ず山かけ

好きな山かけ蕎麦食べに行く

コロナ漸く下火となりて待ちゐたる

作者の歌への厚い思いが伝わる。

結句に姿勢を正して提出歌を清書する

つもの如く背筋のばして

先づ鉛筆削りて原稿用紙に向かふい

らぬご苦労があっただろうと推察する。

散歩みち小さき石に躓きてあと振り

秋明菊はご主人と作者にとって大切な

き風に散ることのなし

ひとつだけ咲き残りたる秋明菊冷た

◇稲津孝子

老いを笑い飛ばす作者に倣いたい。

が「その後独りの五十と余年」に並々な

い景だろうか、満ち足りた思いが伝わる。

神宮の森は人工の森だが手入れはして
いないらしい、百年を迎えたその森を歩
いたときの喜びが結句に伝わる。
青もみじ連なる道に木もれ日は水玉
模様を描いておりぬ
楓を青もみじと詠み、水玉模様を木も

まし力づけてくれたのではないだろうか。

後悔はさせぬとその時言ひたりし夫
と五十二年の日にち
プロポーズの言葉だろうか、ご主人へ
の感謝と幸せだった日々が伝わる。
リハビリの夫とボッチャ楽しみきパ

☆

ラリンピック目指すと言ひて

巴

昼すぎて沖より晴るる早春の海の明
この年はパラリンピックが開催され

新しい住人がふえる。昔からの住人が少

継ぐ人がいなければ土地は売買されて

甥から届く元日～二日

写メールが電話がつぎつぎ子や孫や

毎年暮れには帰ってくる予定の子らが

なくなる寂しさを詠んで共感を覚える。

住人はんぶん以上

コロナ禍や積雪量に危ぶめど年賀の

伝わり、驚き見入る作者の姿がうかぶ。

◇内垣米子

席をゆずってくれた学生さんが空いた

残照の空一面のうろこ雲からだ廻し

つぎと届く喜びと少しの寂しさが伝わる。

年の挨拶と気遣う電話や写メールがつぎ

帰省できず会えない子や孫や甥から新

れてゆく年と詠む。

帰省できない寂しさをコロナコロナに暮

挨拶客間に途切れず

席ゆづりくれたる学生はすかひの空

席に座り深く眠っているという、その姿

きたる席に深く眠れり

くなった客らの介抱をしたりと、住職の奥

上の句に空一面の美しいうろこ雲を観

て仰ぐしばらく

や、新盆法会で猛暑のために具合のわる

うなやさしい眼差しを感じる。

に感謝とご自分のお子さんを見ているよ

☆

して仰ぐしばらく」にそのうつくしさに魅

◇大塚照美
二泊三日の息子を送りて布団干すけ
ふより独りひとり又よし
久し振りに帰ってきた息子さんとの三
日間は充実した日々であったと思う。そ
の息子さんが帰った後を「独り・ひとり」

帰省する子らの予定も皆成らずコロ

簿に見る除籍とふ文字

長かりし独り身の子の結婚にて戸籍

と使い分けて複雑な胸の内を表白された。

ナコロナに暮れてゆく年

◇江藤ひさ子

せられて離れられないでいる姿がうかぶ。

て い る よ う な 気 が し て く る、「 か ら だ 廻
子の成長を待ち望む親の気持ちで見て

這へば立て立てば歩めのここちにて

きた捩花である。その花が切り取られて

見てきし捩花切り取られたり

球根を植えた鉢に花芽がみえたよろこ

家ごもり楽しいことをみつけ出す鉢

びを詠む。自粛の日々に楽しいことを見つ

拾はずにをられぬ蔦のもみぢ葉を拾

しまった悲しみと悔しさがつよく伝わる。

拾わずにいられない葉はどんな色なの

ひて厚き本に挟みぬ

やわらかなやさしい雨と思いつつ梅

この街に住みて四十年隣組の新しい

うだ。

散る花を観ながら歩く姿が目に見えるよ

さ し い 雨 」 と 春 の 雨 を 詠 む 豊 か な 感 性。 だろうか。

韻 律 の よ い 歌 で あ り、「 や わ ら か な や

の花散る道を歩みぬ

け出そうとする前向きな生き方がわかる。

植えのアマリリスの花芽など

◇卯嶋貴子

様としての多忙な日々と大変さが伝わる。

年賀の挨拶にくる方々への気くばり

客らの介抱もする

二日間おこなふ新盆法会にて猛暑に

凄まじさが「雪煙舞ひ車体へこます」に

一読して調べのよさに惹かれる。沖よ

るさ渚も砂も

◇板倉

で 読む側もその声を想 像 し て 楽 し く な る 。

お孫さんの喜びの声を興奮状態と詠ん

話の声は興奮状態

自転車を買える身長になったよと電

並木を歩いている姿が目に見えるようだ。 花 で あ り、 咲 き 残 っ た 花 は お ふ た り を 励

れ日が描いていると詠んで楽しみながら

返り我が老い笑う

て深く吸い込む

☆
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長いあいだ一緒に暮らしてきた子の除
☆

親が子に残せるものは生き様と「謙

◇小嶋知葉
虚に生きよ」「人を愛せよ」

知らぬ間に脳細胞は萎縮する身体を
動かせ心を動かせ
日々の過ごし方を注意されたようなき

きたことで、親の生き方にもふれている。

思う、教員として多くの子供たちと接して

月四日桜見て行く

君のなき四十四回目の結婚記念日四

がした。

冬眠のようなくらしの楽しみはバー

多くの人がこの歌に深く頷いていると

打ち直した綿は柔らかくふっくらして
チャルの旅今日はブラジル
☆

自粛の紐少し緩めて歌の友三人集う

◇川上美智子

か、ご主人を恋う歌である。

挙式の日は桜が満開だったのだろう

いる、その綿で母が仕上げたふわふわの
コロナ禍はバーチャルの旅で世界中の
国に行くことが出来る、今日はブラジル

茜

ニシキギの苗木育ちて三年目深き真
簡保の宿に

故郷は自分が生まれて育った場所、原

てはじめに弾くはなぜか「故郷」

ゅっと締めて散歩へ

楽しみの一つ増えたる栗拾い靴紐ぎ

であり、宿に三人で泊まれる喜びを詠む。

が減ってきたのだろう、歌の友は冬雷の友

自粛はまだ解除されていないが感染者数

ているという。「苗木育ちて」に大切に見

点 と 思 う。「 故 郷 」 は 郷 愁 に 駆 ら れ る 詩

気まぐれにピアノに向かう日のあり

を旅して楽しむという。

守って来たことが判り、深い真紅に染まっ

であり曲であるからではないだろうか。

背景にコロナ禍がある。今年も街なか

レビは今年も録画の映像

弾けたる笑顔の隊列よさこい踊りテ

紐ぎゅっと締めてに伝わる。

楽しみが増えた散歩への意気込みが靴

マスクして帽子を深く被れども会ひ
☆

草餅を一口食めば香りくるおさなと

◇加藤富子
摘みし蓬の若葉

を踊り歩くよさこい祭りを見ることがで

草餅の蓬の香りにお孫さんと一緒に若
だ ろ う か。 そ の 時 の 楽 し そ う な 顔 が う か

葉を摘んだ楽しい時間が甦るのではない

作品

二

ひらき花の終はりぬ

春蘭の蕾たしかにひとつなり一つを

◇齋鹿ミヤコ

何ときくらん」が胸をよぎり、神津さん

が「親思ふ心にまさる親心けふの音づれ

び摘んだ若葉の香りまでしてくるようだ。 きない寂しさ悔しさが伝わる。

新型の圧力鍋を使いこなそうと新メ

作品展望

の歌が、親不孝だった私の胸に強く突き

あるようです。葉の陰に茎をのばし、そ

一首目、二句に齋鹿さんの作歌動機が

克彦

いるかも知れませんが、仏教の修行に「沈

の先端に花が一つ付くのが普通ですが

天野

黙行」があるように、人間にとっては沈

ま れ に は 二、三 個 つ く こ と も あ る よ う で

の雲はほどけつつゆく

富士山より放射されたる姿にて五本

黙は苦痛のようです。年齢と共に人との

二首目、作者の作歌意図とは乖離して

刺さりました。

哀楽をそっと言葉に

それとなく歌に込めたる胸の内喜怒

接触や会話も少なくなり、心の調和を保

☆

菩薩のお顔優しい

二首目、自然現象の雲の様子を「富士

す。好奇心旺盛な作者の姿が見えます。

ではないか、などと思いました。

晴らしいですね。

山より放射されたる」と捉えた詩心が素
体にメス入れること無き九十年手術

☆

その時々の心の内を言葉で紡ぎ出すのが

◇早乙女イチ

稲の穂が黄色くなってそよ風が揺す

い小花が朝日に映える

爽やかなそよ風吹きてキンカンの白

☆

と決むるに不安の過る
僅かなる手術に苦しみ味わいて三度
の大手術受けし夫を想う
九十才まで健康に過ごしてこられた児

和だんすの引き手の音に知る地震遠

手術をされたご夫のその時の心境は如何

手術で済んだご自分と引き比べ、大きな

椎すべり症の手術を決断された。簡単な

を感じておられます。

の爽やかな空気を胸一杯に吸い込み幸せ

す。昼間はまだ暑さの残る日々、その朝

ようですが、この歌の季節は秋のようで

一首目、キンカンの花は春夏秋と咲く

りゆらゆら細波のよう

く住む子を闇に思へり

ばかりであったか、と詠嘆されておられ

玉さんは医師の診断で、不安ながらも腰

新聞の編集手帳を声にしていつより

ます。

一首目、誰の歌だったかは忘れました

か読む日課のひとつ

◇神津早智子

賛嘆されて居られます。

が文殊菩薩のお顔に乗り移ったようだと

二首目、ご主人のお孫さんへの優しさ

短歌のようです。

と ぞ な れ り け る。」 を 連 想 さ せ ま し た。 ◇児玉孝子

「大和歌は人の心を種として万の言の葉

一首目、古今集の「仮名序」の出だし、 つために声を出す行為を人は実行するの

孫たちの受験に向けて夫が彫る文殊

◇川俣美治子

冬 雷 2021

にして妻を見守っている姿がうかぶ。

ニューに挑む妻とその料理を毎日楽しみ

メニューに挑む日にち

新型の圧力鍋を買ひたる妻あらたな

「見破る」が面白い。旧知の仲だろうか。

たる友は我を見破る

たニシキギを観る作者の感動が伝わる。

ニシキギは世界三大紅葉樹に数えら れ

紅に染まる晩秋

◇大野

布団の上で遊んだ昔を懐かしむ。

団のうへにて遊びし記憶

打ち直しの綿にて母が仕上げたる布

てくる。

籍の文字を見た時の寂しさが強く伝わっ
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,

水溜りごとに幼が長ぐつに水はねて

の寒さのやはらぐ車内
られます。

れます。好々爺のご主人に満足されてお

二首目、稔りの秋、日本の原風景が目

みてかがやく蔵王連山

に浮かびます。

三分咲きの紅梅の枝の間より蔵王の

久し振りに全天晴るる午後の陽を浴

一首目、この歌から、電車 バ
(ス を
)
待つ間の寒さに震えながら足踏みする鈴

◇武田清一郎

木さんの様子などが浮かびます。誰もが

をりああ楽しさう

みゐし人はおばあさん一人

赤のままそれのみ生ふる家のあと住
父親と兄弟たちの使ひをりしあの計
銀嶺かがやくが見ゆ

句の「ああ楽しさう」に鈴木さんの大ら

二首目、よく見かける風景ですが、五
に茂吉記念館がありますね。私は都合六

ほとり、東方に蔵王連峰を仰ぐ景勝の地

一首目、二首目、最上川支流の須川の

経験することを巧く切り取っておられま

のまんま」とも呼びますが、子供が赤飯

す。

にみたてて、ままごとに使って遊んだこ
度ほど訪れていますが、武田さんのお家
限りです。お歌を拝見して、今すぐにで

から蔵王を望めるとはなんとも羨ましい
も飛びだして出かけたい思いに胸が騒ぎ

かな人柄が見て取れます。

に靴のかかと光りて

通学の少女ら行けり差し来たる朝日
ました。

◇髙田和子

んでいた跡地に空しく咲いているばか

◇戸部田とくえ

と か ら、「 赤 の ま ん ま 」 と よ ば れ る よ う

りの「赤のまま」に無常を想っておられ
タン食べて茶を飲みてゐる

前は作業着の胸ポケットに小型の計算尺

「 計 算 尺 」 か ら 窺 え ま す。 私 も 四 十 年 以

焦点を当てて象徴的に詠っておられま

りしながら行く少女達の様子を、足下に

さんの家があるようです。賑やかにお喋

一首目、通学路になっている面に高田

ーリップの絵に色ぬりをせり

やがて芽の出揃ふ頃と思ひつつチュ

二首目、技術者一家であられた様子が

ます。

を 入 れ て 仕 事 を し て い ま し た。「 計 算 尺

ひ出しつつ大方わするる

はどうなつたらう」は私の実感でもあり
二首目、生真面目にお孫さんの相手を

だことを想い出しました。今の子供達は

ぜか綾取りが好きで、二つ上の姉と遊ん

一首目、腕白小僧だった私ですが、な

されるご主人を微笑ましく見直しておら

ます。時代の推移が詠み込まれています。 す。
◇鈴木計子
ふんはりと席あたたかき暖房に今朝

ですが一連三十首に日夜、奮闘努力され

商いをされて居られる永野さんのよう

参加三名があります。昨年十二月に

自選合同歌集』には、初めて故人の

ご報告

二首目、塗り絵遊びも愉しい遊びです

ておられる様子がまざまざまと伝わって

介護で疲れの溜まる

ね、塗り絵をしながら想像を巡らす戸部

きます。掲出の歌二首、そんな中にあっ

作品年鑑・

田さんの豊かな日常の暮らしが垣間見え

この『冬雷二〇二一

る歌です。
☆

相次いで亡くなられました小川照

◇豊田伸一

編集部ではこの三氏が、いずれもこ

子、関口正道、野村昭一郎の三氏で、

冬枯れの色彩のなき庭隅に水仙一株

の作品年鑑を心待ちにしていらっ

☆

兄妹ふたりになりて

色うすく咲く

久しく合わぬ妹の電話に涙ぐむ残る
葉の陰に育ちすぎたる一本の胡瓜が

一首目、どこの庭であってもいいので

もって各三十首の選歌を担当し、故

参加にあたっては、大山が責任を

した。

慮し、参加してもらうことに決めま

分欠詠のない実力者であることを考

しゃった方々で、且つ、二〇二一年

在りし日に夫の植えし芍薬に赤き花

てからの兄弟姉妹ほど良いものないと思

すが、私には寺院の堂裏の苔生した状景

咲き朝露溜まる

います。なぜか互いに慈しみ合う気持が

が浮かび心が鎮まる思いがしました。
二首目、妻を亡くした大伴旅人の歌に

あ る 歌 で す。「 へ ぼ 胡 瓜 盆 の 仏 の 馬 に な

ものがあるように思い、下句の「朝露溜

とは逆の立場の歌ですが、根底に通じる

ろむせつつ涙し流る」があり、永光さん

に、胸が熱くなるものがございまし

ので、選歌のために幾度か読むうち

人のご冥福をお祈り致しました。三

れ」だれの句だったかは忘れましたがこ

た。永年のご交誼に、こころより謝
意を表します。合掌。

〈大山敏夫〉

氏の作品、みな人格の香り豊かなも

んな句が口から飛び出しました。

まる」に永光さんのご主人への思いが詰

☆

動けない母と認知の父の世話ダブル

倒れおり洗濯物と

飛び起きて隣の居間へ行きみれば母

◇永野雅子

まっているように私は受け取りました

すが私には好きな歌です。どこか俳味の 「吾妹子が植ゑし梅の木見るごとにここ

二首目、何でもない歌のように見えま

深まるようです。

一首目、若い頃とはまた違い、年老い

つるにぶらさがりおり

◇永光德子

ての二重のご苦労に頭が下がります。

どうなんでしょうか。

あやとりの紐を貰ひてあれこれと思

生真面目な夫が孫のままごとのグラ

に な っ た よ う で す。 お 婆 さ ん が 一 人 住

一首目、「赤のまま」は犬蓼の花、「赤

算尺はどうなつたらう

◇佐藤靖子
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井上

二
菅子

とだろう。下の句は体験した人のみが詠
道渡る夏草の匂ひ
聞こえそうな上の句。むかし懐しい絵を

川へ泳ぎに行く子供達の、さざめきが
見るような歌に、「匂ひ」が際立つ。

め、実感の込もった動作。
昼休み会社を出でて公園に楽しむ僅
早坂冨美子

養護学校に学びし吾子の歳月を思へ

◇赤子泣く声

か五分の花見
「 公 園 に 」 と、 場 所 を 指 定 し て、 花 の
多さや賑わいまで伝え、五分の花見の内

中島千加子

故郷は梅の綺麗な水戸ですと言ふと
ば切なし涙あふれ来
小児喘息に苦しみたりし末の子よ今

響き、健康になった二首目に安堵する。

た子供を思うときの、親の気持が痛切に

他の子供と、一緒の学校に行けなかっ

引き綱の不自由あれども一様に犬は

を天秤にかけていて、おもしろい。

犬の引き綱と、人間のマスクの窮屈さ

健やかに五十歳迎ふ

容の濃さが詠まれた。

梅の偕楽園は、全国的に有名。そこが
故郷であることに、愛着と誇りをもつ気

◇群青色

西村邦子

けふは今日あしたは明日のさくら色

姫小百合の咲く美しい古里。今が見頃

姫小百合今が見頃と古里の友より届

と教えてくれる友。それが、花の絵葉書

く花の絵葉書

小さい頃のツリー飾りだろう。上の句

背伸びして最後に綿の雪を置く父と

の状況説明が具体的で、下の句に父との

飾りしクリスマスツリー

葉が密に繁る木のした夕立が弱まる

廣野恵子

☆

若かりし日の夫との思い出も姫小百合。

鳥原山に夫と憩へり

姫小百合の花のかすかに揺れ咲ける

で知らせてよこす、奥床しい人なのだ。

「 柚 子 が 寄 り 来 て ま た 離 れ ゆ く 」 は、

寄り来てまた離れゆく

ほんのりと香り漂ふ湯気の中柚子が

思い出を懐しむ思いが濃く詠まれた。

中村哲也
がんきやう

夏休み川まで駆けゆく麦わら帽子畦

繰返し水浴びしたる鵯の役に立ちた

人あり黙ってご飯食べいる

保護されて立てず歩けず名も言わぬ

◇慌しかった一年

同じ体験をしている人は何人もいるこ

アクセルをぐいぐい踏んで県境へ誰

寒い季節をほっこりと詠む。

湯船の中を漂う柚子が見えるようだ。

保 護 さ れ た 理 由 は わ か ら な い が、「 立

り古き石臼

日の出より早く戸を開け空仰ぐ明る

読むのは、筆者の深読みだろうか。心象

逃れたい「わたくし」か。県境を現実と

アクセルをぐいぐい踏んで、県境から

水浴びするのを見て、捨てなくてよかっ

うと思ったのかもしれない。鵯が喜んで

使わなくなった石臼は、何度も捨てよ

間の本能を捉えている。

うるほふ黄の杜鵑草

絶壁を流るる滝のしぶき浴び濡れて

て山の空気が伝わる。

声、橅の木陰、必要なことばだけを述べ

上級の登山者らしい。鶯ののびやかな

腰下ろしたり

鶯の声のびやかな縱走路橅の木陰に

た、と思っている心の中が見える。

雪だるまテレビの予報に並びをり今

本間志津子

を重ねた歌に私は惹かれる。

日より吹雪まだまだ続く

朝から明るくて青い空に、私の今日も
晴れだろう、と占う。こんな明るい歌に

雪国の天気予報は、雪だるまの表示が
付く。吹雪のときは、雪が吹いている様
思いが込もる。

厳しい環境に自生する黄杜鵑に感動。

一首目は緊急事態の様子。二首目は病

ないことになった。アルコールで清めて

感染予防のために、共用の柄杓は使わ

松居光子

院に搬送されて、診察や検査で待たされ

◇コロナ禍の終息を祈りて

手水舎の柄杓のなくてアルコールで

差し伸ぶる小さき左手力込め引けど
立てざる今朝の吾が子は

手指を清め参拝したり

☆

待つ時間長きがゆゑに思ふなりこれ

藤田夏見

おずおずとコンバインに乗る少年の

までのことこれからのこと

太りたる白菜を割り日に干しぬ重石

かった少年の様子を、温かい目で詠む。

参拝する、というコロナ禍の作法の変化

やけし鶯の声

痛みなく発熱もなく接種終へ耳にさ

に注目して生まれた歌。
思い出や、今後の不安が重く込もる。

て い る と き の 心 境。「 こ れ ま で の こ と こ

軒下に白菜だけではなく、重石も桶も

◇阿蘇路

れからのこと」に、走馬灯のように回る

と言ったところで、秋の風景が日差しと

益坂順子

ともに、明るく暖かく描写された。

も桶も並ぶ軒下

はじめて乗るコンバインに、自信のな

笑顔となりぬ一周刈る間

◇馳走

皮肉と批判の交々の思いが込もる。

新 築 マ ン シ ョ ン、 着 陸 態 勢 の 軍 用 機、 子まで付く。この結句は、困惑と諦めの

陸態勢で軍用機飛ぶ

完売の新築マンションの屋根近く着

心が和む。

◇小さき手に

さ青さに今日を占う

ご飯を食べることだけは表現できる、人

て ず 歩 け ず 名 も 言 わ ぬ 」 状 況 の 中 で も、
も知らない今日のわたくし

の曇りに歩めず止まる

マスクして息吐く度に眼鏡のレンズ

◇コロナに地震

蛛であると詠む、特別な感性。

一緒に雨宿りしているのが、小さな蜘

までゐる蜘蛛と一緒に

自らへの命令形が潔い。

が 魅 力 的。 明 日 の さ く ら 色 が 希 望 的 で、

一日一日を区切って、前向きな生き方

いやなことなど忘れてしまへ

持が美しく伝わる。

マスクを着けず歩ける

きいつも誇らしくゐる

◇月の夜、花の朝
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コロナのワクチンに副反応のなかった

松本英夫

三好規子

つはぶきが光集めて咲き満てり朝の

◇十六夜の月
日ぬくきポストへの道

姿さきに楽しむ
花の姿と香りを先に楽しんでも、減る
ものではないのだが、それを取り上げて

さめられて暖かな色

ときどきの言葉に色を感じさすなぐ

艶 や か な 葉 に 鮮 や か な 黄 の つ は ぶ き、 生きた歌となった。
背筋の伸びるような花の姿を受けて、下

山本述子

なんだと歌ふ歌手あり

世の中の共通語とは英語でなく笑顔

◇花咲く牡丹

じ方に、作者の豊かな人間味を感じる。

ぐさめられるときは、暖かな色という感

言葉に色があるという特別な感性。な

の句がゆるやかに明るい。
雨つづき散歩のできず窓に寄り椿の
葉かげの莟を数ふ
散歩の途次にも、余所の庭の花を愛で
て歩くのかもしれない。下の句の丁寧な
土を割り薄きみどりのチューリップ

表現がそう思わせる。

春早々に芽を出したチューリップの様
ろに花咲く牡丹

掃目のくつきり見ゆる寺庭の所どこ

が、そこに注目した作者も立派である。

共通語は笑顔だと歌った歌手も立派だ

子。「土を割り」は力強い生命の芽であり、

が春を思はす日差しに芽ぐむ

一首全体に早春の希望がある。

日常生活から忘れられている美しい礼儀

礼に始まり礼に終る日本の武道、芸道、

たる礼儀の残る

柔道の畳の上のルールには忘れかけ

一幅の日本画を見るような美しい構図。

「 手 を す り 息 吹 き か け る 」 は、 人 間 の
☆

しぐさから学習したもの。大寒でも野外
操

水道の水をのまない妹のダックスフ

矢野

◇こうのとり

人 間 以 上 に 優 遇 さ れ て い る、 昨 今 の

ントぜいたくなこと

妻 の 幸 福 を 見 る の が 夫 の 幸 福 と い う、
ペット事情。姉と妹では、ペットに対す

三

ブレイクあずさ

作品

人間性の表れた仲の良い夫婦像がある。
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あした来る妹へ買った梅の花香りと

樹なのであろう。風の中で樹を見上げる
井上鈴子

きれいにかけたワックスが台無しに

下句の「齢限界の保険にも入る」とい

八十五歳為したき事の数多あり齢限

をもたらしたことだろう。

でも季節の旨い胡瓜は食事に大きな喜び

うちに心が晴れて行く様が伝わってくる。 遣いながらのためほんの少しだけ。それ

◇庄内柿

ワックスの床に残るは子猫をば追ひ

なってしまったが、「犯人」は子猫と幼子。

う具体さが効果的で、いかにも行動する

かけたる子の小さき足跡

ていただくことになりました。自選集か

人の意思の力を感じさせる。

界の保険にも入る

らそれぞれ三首を選んで感想を述べたい

その無邪気な姿に思わず笑ってしまう様
☆

子が想像される。

石渡静夫

先の歌にある「為したき事」の大きな

まだ書けると身を引きしむる書作展

一つが書の道のようだ。確固とした思い

わが作品も片隅にある （山形美術館）

真っ白な樹々が視界を遮り、空ははる

鍋底に閉ぢこめらるる心地する一面

か上空に遠く見えるのみ。巧みな比喩に

霧氷の大寒の朝

飾らない言葉がいかにもくつろいだ雰

家で炊く米が一番旨いねと旅が終る

囲気を生み出している。やっぱり落ち着

の 滲 む「 ま だ 書 け る 」、 そ し て 控 え め な

この歌では遠方からの旅人のよう。その

黄砂の掃除は厄介だが、視点を変えた

ロも旅したるもの

も浪漫がある。
◇令和三年

奥山清子
初捥ぎの胡瓜の浅漬色香よし腎病む
夫に三切れのみ付く

長田久子

☆

粉をふく干し柿甘く舌の上に転がし

ところが面白い。どの字も私も書けない。

見るからに重々しい漢字がずらりと並ぶ

軽 い 口 調 か ら 一 転 し て、 画 数 の 多 い、

薇に躑躅に檸檬に林檎

漢字って読めても書くのは難しい薔

◇エコバッグ

かびあがる。

硝子戸を拭く雑巾につく黄砂何千キ 「片隅に」。この対比にひたむきな姿が浮

一気に引き込まれる。

作者にとって昔から慣れ親しんでいる

音やさしき岸辺の大樹

進むべき道を真っ直ぐ行けと言う葉

る。穏やかな時間が流れている。

けれど、家族の話にちゃんと加わってい 「旅」の始まりに思いをはせれば黄砂に

休日の朝だろうか。お父さんは静かだ

子の会話傍らで聞く

コーヒーの苦さじっくり味わいて妻

合える相手のいる幸せ。大いに共感する。

くのは自分の家。そしてそのことを語り

といつもの口癖

◇リモートの講義

と思います。

今年は作品三欄の前半部分を担当させ

初物は寿命を延ばすという。病に気を

夷もくれん花蘇芳見る、という歌もあり、 る認識の違いの結句が何ともおもしろい。 作法に感動した作。共感する筆者である。

ほのぼのと心が和む内容。妻と緑道に辛

妻の輝くまなざし見るとき

たのしきは花が咲いたとベランダに

で観客を待つ猿への愛の視線を感じる。

息吹きかける

大寒の動物園に霜白く猿は手をすり

さや、法被を着た猿が印象的。

さに大あくびをする。その観察眼の確か

猿は出番を待っているのに、向上の長

る法被で待つ猿

猿回し始めの長き口上に大あくびす

◇たのしきは

付けが夫の役割で、円満な夫婦の像。

男性も家事を分担する時代。単純な片

のは夫の役割

毎食を調へるのはわが役目片付ける

安堵感を、下の句に爽やかに詠む。
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小林貞子

ら し を 守 っ て き た そ の 松 が 枯 れ て い る。

庄内砂丘のクロマツの植林の始まりは

はえんえん庄内砂丘

北行きのバスより見ゆる松枯れの林

自粛生活が始まった頃、どの店も棚が

◇石のはな

空っぽになっていたことを思い出す。苦

を残すに似たり

寒さの中でじっくりと甘みを増す干し
しい時こそこの歌のように他者を思いや

おれば日向の香り

柿は、その姿も味も他の果物より控え目

☆

である。その分冬の日向を感じさせるの
笠岡文子

りたい。そして蕨に例える余裕も欲しい。 江戸時代という。強風や潮から人々の暮
◇虹の光

感染症拡大に伴い人々の生活は大きな
こちらは前述の歌とは打って変わって

いる。

波の音潮の香りも変わらぬに大聖院 「えんえん」が作者の気持ちを反映して

制限を受けることになった。自然の姿は
明るい景色である。結句に晴れ晴れとし

今年の節分さみし

いを生んでいる。
「ほっぺた」に子供のよう

去年と同じなのに、との詠嘆が率直に詠

の好みしスカーフの色

く先の白き広がり

木漏れ日の乱舞の下に駐車して顔背

て快さが残る。

何やら謎めいている。コロナ感染予防のた

新 緑 の 明 る さ の 中 の「 顔 背 け 合 ふ 」 が

け合ふ影二つ見ゆ

杷は季節の記憶と結びつきやすいのかも
め？それとも口論でもあったのだろうか。

食べられる時期が限られている分、枇

道沿いの棚田に蕎麦の花盛り行き行

に音楽を楽しんでいる姿が伝わってくる。

われている。大聖院は宮島にある名刹。

地下鉄の一番出口にあと三段下弦の

◇金糸瓜
月の正面に見ゆ
暗い地下道から地上へと向かう目には
月の光がさぞ明るく映ったことであろ
しれない。スカーフは、初夏の風に揺れ
☆

る若葉の色だったろうか。
小松﨑ちより

る。大漁旗をいっぱいに掲げて誇らしげ

上句に帰港する漁船の勢いが感じられ

隻の船大漁らしき

四方八方さざ波分けて帰り来る十二

◇日常生活

三か月超えて痛みは続くまい帯状疱
朝早く競って鳴きだす蝉の声午後は
ひっそり秋風に消ゆ
夏も終わりに近づくと、ほっとするよ
余韻がある。

者のように確かな音とりはもうできない。

うな寂しいような気持ちになる。結句に

かった言葉がある。声にはならなくても

買ひ占めず牛乳一本残し置く山の蕨

に陸へと向かってくる船。心晴れる光景

春嵐一日吹きて吹き止まず夜更けて

須藤紀子

◇風渡る

淡雪は踏みて柔らか靴底に伝はりて

作者は受け止められたのだろう。

冬の終わり。まだ寒い日々は続くもの

る様が巧みに描写されている。春は意外

の 強 さ、「 高 く 鎮 も る 」 に 天 空 の 澄 み 渡

「吹きて吹き止まず」に打ち付ける風

月の高く鎮もる

のすでに雪の様子は変化しつつある。足

来る土の感触

庭に育てた葉野菜の季節感。家庭菜園
元に春を感じている。

看取られず一人死にたる人あるを恥

にも激しい季節なのである。

と料理の楽しみが詠われている。ルッコ

佐山光江

あしひきの山の家にて逝きし友次は

◇甲斐路

かなわなかった再会。故人の言葉が切

的確に伝えてくる。

歌。妥協のない詠みぶりがメッセージを

短歌の持つひとつの可能性を思わせる

とし思へ上に立つ者

な い。「 紅 引 い て 」 に は、 次 は も っ と 元

紅引いて来るの言葉残して

かなのに。でも夫婦ふたりに猫三匹が集

気になっているという期待があったのだ

木漏れ日の葉の影模様を背に乗せて

く一首。冬にはまだ少し間がある。陽だ

同じ作者のこちらは優しい眼差しが覗

犬眠りをり秋風の立つ
回目に飛び出して来ぬ猫のメロは

まりに眠る犬の幸福な夢を思う。

夕暮れの静かなる庭にわれの呼ぶ三

ろう。

まって雨音を聞いている。平和そのもの
佐藤幸子

声 を 聞 き つ け て や っ て く る 猫。「 飛 び

◇居を移す

し他と違ひぬ
別の歌からアスペルガー症候群のご子

出して」に、猫が作者をとても好きな様

☆

子が伺われてほほえましい。

トラック二台分にもなる亡くなった人

古書店へ生きかえるため売られゆく

の大切な書籍。手放すまでにずいぶん迷

トラック二台の亡夫の蔵書
「力あり」に自信がある。私も三曲形態

琴出し弾く六段の調べわが指に力あ

の三絃でこの曲を弾いたことがあるが、作

りて音は部屋に響けり

立石節子

息のことと推測したが、そうした背景が

今は亡き人が力を振り絞って伝えた

し言葉を今も思ひぬ

眼を凝らし声とはならざる唇に発せ

である。

わからなくても胸に十分に響いてくる歌

記憶力抜群なれど君の脳の配線は少

◇母のアルバム

である。

いつもの年ならもっと忙しく、にぎや

ヒー飲む部屋の三匹の猫

コロナ禍の雨降る盆の二人きりコー

ラにはゴマのような独特の風味がある。

ラダに盛れば夏の味する

ルッコラの今年も伸びて庭に摘むサ

が詠われている。

れる。

く乗り切ろうとする後半にほっとさせら

あと少しあと少しと言い聞かせ、ようや

ど う に も な ら な い 痛 み を 抱 え る 辛 さ。

疹日々和らぎぬ

う。場面の細かな描写が効果的。

枇杷食めばびわの味して思い出づ母

小田原禮子

三句、四句のひらがなが柔らかい味わ

ふくらみたのし春風にのせ

ハーモニカやっと音出すほっぺたの

かもしれない。
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われたのに違いない。「生きかえるため」
ラスの事など気にしつつ見る
はと想像する。

つ直ぐならず

凸凹の水平線を凝視せり嵐の後は真

◇津田美知子

う歌は草の芽吹きのように人を蘇らせ

多くの人がこの題材で詠むが、こうい
る。結句の「見る」で、作者の首の角度
がすっと解けた。凝視という熟語にして

水平線は平らでまるいという固定観念

こんなにも無慚なものか壊された我
や視界の広げかた、つばめへの肩入れの
不安などを強調しているのだろうか。海

ふはり飛び上がれさう

碁石岬の断崖に立ち海風を受ければ

は素晴らしく、そして怖い。

虫を嫌っても、作物のために考えを切

害虫を捕食しくるるクモのため白詰

りかえたことを軽がると詠んだ。白詰草

草を植えて保護する

当時の日本への帰還は困難を極めたと

満州の大地で焼きし祖母と父をマッ

聞く。この重い事実は貴重な歴史の証言
崖の下から吹き上がる風の強さが思わ
乗って、風の子になって、その風は白く

れる。何と軽やかな発想だろう。浮力に
て…と、ひととき楽しめる歌だ。

面はするりと撫でたように事実のみ述べ

怒りが深く沈んでいるような歌だ。表

れ流すも福島の海

処理済みの汚水タンクは一千基いづ

◇のたきひであき

焼きたてのパンの温もり掌に残し今

められるところ。今が一番幸せか、食べ

今まさに初めてのパン屋の出来が確か

日開店の食パンちぎる

☆

により、その広がった景へと視界が開く。

靖子

三

◇塚本節子

作品

である。静かな調子がいっそう訴えかけ

作品展望
佐藤
たらもっと幸せか。焼きたてという言葉

ているのだが。こういう事柄に、民はど

に期待感がある。
拾えども拾えどもなお栗の落つ袋に

いのか、いろいろ思う。

位に感ず「足るを知る国」

ブータンのコロナワクチン接種率一

うしたら良いのだろうか。

十キロ自転車に積む
穫をどう捌こう。人を喜ばすことも目論

明日もまた拾うだろう。この豊かな収

して選んだ。短歌の韻文の特質が今後に

☆

恂子

みながら、ペダル軽がると帰宅したので

◇牧

何年目になるだろうか、弟さんの遺さ

だろうか。心が通いあっているのだろう

二人とも土地を離れず暮らしてきたの

朝の日が水平線に昇る頃幼な馴染み

れた蘭が来る年ごとに咲く歌を見るの

は鱈漁に出る

でなくても炊事は出来る。足るを知るで

まってくる。また、鱈漁というので船の

は。そのたびに良かったと思うのである。 と 思 う に つ け、 ほ ん の り 気 持 が あ た た

紫の蕾弾けて花開く亡き弟の手づく

ある。国王を愛する国民性ということが

言葉が少なく感じられすっきり伝わる。

りの蘭

言われているが、接種率も、そういうこ

向きや距離などへ広がりを持つ。朝の日、

村に立ちたる炊煙幾つ」があるが、炊煙

とが影響するのかも知れない。

水平線等、清しい言葉が並んだ。

てくる。焦点の範囲意外にも景色がつな

ている。緩くはまた、春の温度まで伝え

どんなに憂いなく、手足を伸ばしたこ

子の退院喜ぶ嫁御と

湯の浜に入り日を眺め湯につかる息

◇水澤タカ子

花びらに池のおもてのおほはれてマ

☆

土の色匂いを纏う大根を我が子のご

◇藤田英輔

緻密な肌をした重い大根が見える。自

がってゆく。ゆっくりでも及ばず、ゆる

とく両腕で抱く
分の作ったものだから、やっぱり大事に

◇松﨑みき子

たことだろう。嫁御は嫁に対する敬語で

哀 愁 が あ る。 人 が 喜 ん で 座 ら な そ う な。

温によっては昼でも鳴くのだろう。夏の

いて配布しているとみる。ひぐらしも気

坂道のために自転車はつらいのか、歩

も、ふだんその様に言っているのだろう

短歌は哀しみの文学ということに触れて

気だるさを詠っているなかで、蜩の声は

か。自分の息子の退院を喜ぶ嫁を喜んで

いると感じる。この歌ではベンチが作者

涼しいのではないだろうか。結句が重し、 い、心ならずも亡くなった人びとの霊を

昼ながらひぐらしの鳴く坂道に部落

を誘っている形ながら、擬人化というよ

なので、高い声の重なりが聞くにしんど

へ配布の回覧重し

り、作者のゆっくりしたい気持がよく伝

慰めるためであろう。決まった時に鐘を

戦没者や、例えば津波などの災害に遭

年も鐘を突きて応へむ

忘れないこれからもとの思ひ込め今

いる姑である。

わってくるので気にならない。

やはり錆びたベンチにそこはかとなく

桜の元の錆びたるベンチ

ゆっくりと時間を忘れてみないかと

作と畑の温度の伝わる、よろこびの歌だ。 やかでも違う、そういう言葉と感じ入る。 とだろう。日本海の入り日が格別に見え

抱くだろう。作物を育てる人の自然の動

緩く動きぬ、これが様子を上手に伝え

ガモと共に緩く動きぬ

の言葉に暮らしぶりが感じられる。電化

作者がブータンを訪ねた時の歌に「…

つばめの巣ひさしの壁に三つ四つカ

◇谷田律子

つながるように。

歌の意味というより、極力調べに注目

冬 雷 2021

る力を持つ。

チ箱に入れわが持ち帰る

枯らしは心の中にまで吹きすさんでいる。 気持が伝わってくる。

率 直 な 言 葉 選 び の 上 句 が 痛 ま し い。 木

が家の姿木枯らしの中

に同感。
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ことになるのだ。

えると、ささやかな景色が大きく広がる
◇山崎

平和な歌と感じた。

て今は施設に入りぬ

若き日のライバルの君職場にて倒れ

☆

突く作者、忘れないということこそ追弔

三分咲き満開そして花筏三回通う新
猛烈な働き方をしていた時代だと思

て顔をしかめていたが、何と幼ならは濡

初句から三句まで、私は車に腹を立て
を、その折おりの良さを想像させること

わ ず 主 観 を 言 わ ず、 桜 の う つ り か わ り

よ く つ な が り 軽 快 で あ る。 形 容 詞 を 使

言葉は三度切れているのに、息はテンポ

や は り 同 志、 無 念 と 複 雑 が 入 り 混 じ り、

な 状 況 を 聞 い た 時 は ど う 思 っ た だ ろ う。

れない。しかし互いに離れて、歌のよう

家同士、愛憎の念も時にはあったかも知

こ の 短 か さ が す っ か り 好 き に な っ た。 う。ライバルが居たということは、敏腕

河岸川へ

猛

の心なのだろう。仕事としても個人的に
◇安川敏子
☆

も生きている限り平和を伝えていく作者
☆

れたことが楽しくて声立て笑っているら
同情だけではないだろう。

何かあると政府はよく責められている

場内雑談しきり

接種後の待機時間は控えよといえど

によって伝えている。数詞の三回が要と
島の朝出船入船のんびりと猫が待っ

なって歌を立たせている。
ている港に入る

しい。大人の常識を裏切った結句、これ
て、そうだ喜ぶんだ子供は、と笑いが戻っ

していられない、たぶん老齢の人びとに

自然に「猫待っている」と勝手に読んだ。 この歌では、たった十五分ほどを静かに

が、民がいけないということも沢山ある。

ついて、作者のいまいましい気持を察す

あっさりと気持のよい歌だ。四句では

街路樹の脇にできたる水溜り蝶あま
少し調子がくずれてしまうので。猫が居

いるのだろうか。人は自分たちの労苦の
にしてしまうと思った。

作中の「で」は良い歌でもやはり散文的

≲付記≳

ることができる。

「が」が入って字数がどうのというより

蝶の羽の音を言った人が何人かいたと
思う。私は蝶など見つけたら極力遠ざか

たまもののほんのひとかけらを猫たちに

厨辺の手元照らして明かるかりＬＥ

コーラスの様子が微笑ましい。
Ｄに替へたる洗ひ場
環境にも優しく、長く使えて節電にも
なるＬＥＤに替えて、手元が明るくなっ

三月号

た喜びを歌う。暮し方を常に工夫し、実
践する生き方が素晴らしい。
茜

百年に一度の疫病目の当り見えざる

◇「自粛の日々の歌」大野

の一つは消毒。最初はワクチン開発に一

一変。自粛を余儀なくされた。感染対策

清々しい一日だ。

かな心が感じられる。楽しさいっぱいの

久々に夫と二人の散歩を楽しむ晴れや

を顎に二人の歩行

晴れわたる大分川の河川敷きマスク

る久し振りなる夫との歩行

「少し歩かう」そのひと言に腰あぐ

◇「堰堤のさざ波」 江藤ひさ子 五月号

である。「浜つ子」に誇らしさが籠る。

者は横浜の人。大岡川は横浜の桜の名所

参拝する妻の背を優しく見つめた。作

ぬ我は浜つ子

桜飛ぶ大岡川にひかれきて幾年訪ひ

中に花びら二つ

桜満つる平野神社に願掛くる妻の背

の多かった日々が偲ばれる。

仕事に力を注いでいた頃の詠嘆。苦労

蝶に限って考えなかったかと思う。雨あ

に若きの顔の仕上がりぬ
車 中 で の 化 粧 は 控 え る べ き で あ る が、
よく見かける光景である。この歌では作
者の人間観察の目が大らかで温かい。

救世主のワクチン開発一年で薬の記

敵に消毒の日々

ろ揃へ手の平に叩く

事の新聞切り抜く

洗った衣類の「縫ひしろ」を揃えて叩

年かかると報道されていた。そうした情

新型コロナウイルス感染拡大で生活は

いてから干すという心配り。綻びなども

報を丹念に集める姿勢に共感する。

「体調はどうか」に始まる長男の今

早いうちに繕えば大事には至らない。諺

夜の電話は政治に及ぶ
ところ励まされ仕事身につく

男の長電話は嬉しいことと思う。コロナ

かりなもの。何かと心配してくれるご長

離れて住む子にとって親の健康は気が
成績の上がらぬ組織任されき負け犬

顧客こそありがたきかな行く処行く

密さけると一人一机にて顔おほひフェ

風土変ふるは至難

コロナ禍といえど、音楽は人間には必

イスシールドにコーラスをする

ているところが面白い。

が生活に溶け込み行動を起こす元となっ

ば思ひ出しシャツのほころびを縫ふ

「適時の一針は九針を救ふ」とのこと

脱水を終りて皺多き濯ぎもの縫ひし

要である。感染防御の対策をした上での

との空気と静かな蝶はよく似合う。それ

今月の 首

与え、第三者はその情景になごむという

作品展望
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桜井美保子

30

袋よりひとつづつ化粧品を出し車内

野村灑子

◇「続・美しいもの捜し」

冬 雷 2021

があまた、水溜りに映っていることを考

るので、音がするなど考えたことがない。 に積極的な情報がある。漁の魚を待って

るのではなく、待っているというところ

た飛ぶ羽音静かに

が差したのである。

てきた。おまけにその場面に明かるい光

は展開というものだ。事実私は頭が解け

二人濡れてはしゃぎぬ

通り雨自動車がはねる水しぶき幼子

◇三村幸男

であろう。
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禍で会うこともままならない日常。電話

病む夫の快復を願って作る朝ごとの人
参 ジ ュ ー ス。「 音 た て て 」 が 具 体 的 で そ

となりて何よりの幸
家族の絆の強さ、尊さが偲ばれる。卒
寿を迎えた作者にとって愛らしい曾孫の

我が部屋のボール見つけて袋から出

もに静かな幸福感に満ちている。

という命の繋がりを見つめた二首目。と

存 在 は 大 き な 喜 び で あ ろ う。 孫 一 家 の

闘病の後、亡くなった夫のことをいつ

傍に夫何時も一緒と若き日の出逢い

の場の様子を想像させる。

も忘れない作者。財布に持ち歩く若き日

帰った後の空気感を捉えた一首目、家族

来て鴉がパンをつつくスピード
のスナップは心の支えとなっている。

のスナップ財布に入れ持つ

作者がパンを撒いてくれることを鴉は
せばあかずに転がし追へり
ファーにたちまち寐てしまひたり

あちこちを走り回りてくたびれてソ
子供は興味のあるものを見つけて夢中

姑の介護疲れを聞きくれし子も二十
かつて姑の介護で疲れた時、自分の話

年を経て悩むを話す
を聞いてくれた子も、やがてそういう年
に な っ て 遊 ぶ。 そ し て つ い に は 疲 れ て

ば予想しない速さで食べ尽くしてしまう

ダム見つつだんご汁食べみやげ買ふ
眠ってしまう。そんな様子も可愛らしい。

い雰囲気がある。
代となり同じ悩みを抱えた。辛い時、話

人の手を借りずに動けるこの体長寿
を授かり父母に謝し居り

井上法子
七月号

父母への厚い感謝の心が溢れている。
◇「愛しき者」

民となりたる半世紀前

はれ散策に出づ

九月号

珍しき黄色の藤を見たといふ夫に誘

◇「明日は未知数」 松居光子

心の高鳴り。想像を誘う描写である。

米国でのハロウィン。異文化に触れた

スト灯せば闇に二十の瞬き

まねかれてジャコランタンのコンテ

ろう。無事に会えた安堵感が滲む。

渡った。途中、心細い思いもあったのだ

作者は勤務地にいる夫に会いに米国へ

けすべての感情解きほどけゆく

乗り換えてシンシナティに夫を見つ

い愛情の籠った作である。

曽孫さん達二人の名前を詠み込んで深

恙なき日を今日も祈れり

彩美と愛菜かけがへのなくわが天使

びに来てくれるのは嬉しいことだろう。

子が感じられる微笑ましい場面。時々遊

孫夫婦が助け合って子を育てていく様

を引かれ帰りて行けり

下の子は母に抱かれ上の子は父に手

を聞いてくれる人がそばにいることは心

☆ 六月号

穏やかでスローな一日を楽しむ。遊び
心は明日への力となる。
児玉孝子

畑に出で耕しおれば雀来てからまる

◇「つれづれ」
ように鍬先に寄る
畑で働く作者を慕っているかのように
孫一家かへりて行けば曾孫の乳の匂
ひのかすかに残れり

熟慮を重ねた上で米作りを断念した夫

朝ごとに音たてて人参ジュース作る

☆ 八月号

子と孫と曾孫に命のバトン継ぎ卒寿

藤田夏見

六十歳遅くはないと始めたるわたし

の心に寄り添い、新たな一歩を踏む。
の時間短歌詠むこと
短歌を詠むことで人生は輝き充実す
る。一層のご活躍を。

洪水に避難したるは診療所義母のベ

義母と子と吾らの家が完成し川越市

◇「あの日あの時」 高橋燿子 ☆九月号

能があった。てきぱきと動く様子さえも

ッドを囲みし一夜
一入だったことだろう。さまざまな出来

家族の念願の家が完成した日の喜びは

事はそのまま家族の歴史である。夫、子、 しい藤を二人で楽しまれたことだろう。

夫婦の愛情が温かく詠まれている。珍

取り入れの力仕事は腰を病むじいちゃ

実家より株をもらひし三寸あやめ今
思う矢先に三重への転勤

る花。実家からその株をもらって育てた

年も咲きて母憶ひをり
高校受験の娘を伴い亀山勤務二人の

この地にて子等と共々に暮らせると

義母へ愛情が温かく詠まれている。

族がいることはどんなに心強いだろう。

米作りの機械は全て揃いいる処分の

「歳を取りました」と夫は答う

ねばならない。その時の苦労が偲ばれる。

いいのだが、転勤となれば住まいを移ら

一つところに落ち着いて暮らせるなら

雨の雫を含んで一層輝きを増す紫陽花

ションを楽しみ歩く

雨露をふふみて艶めく紫陽花のグラデー

丈の低い三寸あやめは母を思い出させ

助け合って生きる家族の姿がある。

ものであるから、尚さらその想いは深い。

こともこれから決める

惜しがりて言い来るひとに笑いつつ

息子に家を託して

に休みをやりくりして手伝ってくれる家

農作業が最も忙しく、人出が欲しい時

ん助くと少年の来る

くれる代わる代わるに

繁忙期休みを合わせ息子等が手伝い

想像できそうである。

が印象的。美しくて人に好かれ商売の才

祖母の容姿や人柄を伝える従兄の言葉

町と呼ばれ商売上手」

祖母を言う従兄の口癖姉と聞く「小

かったのだろう。下句に感慨が籠る。

墓仕舞いは残念なことだが仕方がな

仕舞いして六年の過ぐ

墓群をスマホに撮りて従兄と見る墓

◇「詠むこと」

夫の胃癌を病みてより続く

雀が寄ってくる。生き生きとした描写。

強いし、肩の荷が少しは軽くなる。

空晴れ渡るスローなひと日

のだ。観察眼の行き届いた作品で、温か

覚えてしまった。そしてパンが撒かれれ

カーテンを透かして見る間に寄りて

根にこちらを見てゐる鴉

吾の撒くパンを待つらし隣り家の屋

での交流で充実した時間を持たれた。
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が目に浮かぶ。鮮やかなグラデーション
て戦地へ、次兄と姉は軍需産業などに動

パンジーの芽の出るを待つ霧吹きの
パンジーの双葉にひと声かけてゆく

水をやりつつ腰屈めつつ

先祖より大事にしたる槍刀父は熟慮

員された。戦時の日常を捉えている。

下手でもよい好きであればと自らに

を見ながら歩くのは格別の楽しみ。

パンジーの種を蒔いて育てていく様子

出揃ひくれたる涼しき朝
が生き生きと表現されている。芽が出る

し潔く出す
戦局が激化し武器などを作る資源不足
までの待ち遠しさ、芽生えた双葉に寄せ

言ひ聞かせ続け来たる書と歌
書道と短歌、二つの趣味が心の支えと
を補うため金属類回収令が出された。大

より届く紫蘇漬けの梅

梅漬けを買へば次の日ふるさとの姪

い行動に女性の心理が垣間見える。

見つけた白い眉はすぐさま切る。手早

ず切る小さき鋏に

一本の白き眉毛に気づく朝とり敢へ

る親しみや期待感が出ている。

切な槍刀を供出する父の心を見つめた。
本殿も社務所の中も我が家にも兵士

なっているのだろう。地道に長く続けて

寝泊まりし不安が募る

きた努力が歌の根底にある。
老いてこそ見えてくるものを喜びに

電灯の覆いのすべてはずされて明る

不安な毎日だっただろう。

舎となったようだ。いつ空襲を受けるか

学校や神社は接収され陸軍の兵士の宿

変へてゆきたし歳重ねつつ
これよりは今を大切に過ごしゆかむ
老いたるわれの明日は未知数
これからの日々への希望が力強く表白
されている。明日への夢を大切に。
き部屋に家族憩いぬ
自分が食べたいものをよく知っていて

☆

よ う や く 終 戦。 空 襲 を 避 け る た め に

永光 徳子
何か送ってくれる相手がいることは幸せ

九歳の記憶 」
である。名詞止めが効いている。

◇「戦争
使った電灯の覆いは不要となった。平和

けのあぢ塩だけがよし

母のうめ塩だけのあぢ姪のうめ塩だ

な暮らしが戻った喜びが歌われている。
十二月号

十一月号

齋鹿ミヤコ

塩だけで作った伝統的な作り方は保存
も効くし味も確か。それは懐かしい故郷
の母の味であり、姪の味である。「塩だけ」

エットが浮かび上がる。息を呑む美しさ。 というリフレインに気持が籠っている。

夕焼けの空にくっきり富士山のシル

一日の暮れてゆきつつ

富士山の茜に映るシルエット雲なき

◇「種まき」

五歳にて太平洋戦争勃発し神社のわ
が家の暮らし変わりぬ
長兄に赤紙の来て出征し次兄と姉は
学徒動員
作者が五歳の時、太平洋戦争が始まっ
た。幼い心に深く刻まれた記憶を作品化

冬雷集

何時の頃か記憶あらねど「お父さん」と呼べる人ゐて羨ましと母

吾を祝ひ雛人形を買ひし母の強き思ひを知るすべあらず
生活のままならぬ時代雛人形を買ひたる苦労知りたし今は
母逝きて我が家に来たる雛人形硝子ケースありし日のまま
雛菓子と菱餅飾る風呂敷を外す硝子のケースの前に
春よりの定まらぬ去年の天候に芽かき肥を遣るタイミング失す
去年の秋介殻虫をこそげたる幹に牡丹の花芽のあがる
肥の足らず介殻虫のダメージの多き牡丹は花の芽一つ
妻吾を覚えてゐるかと思ひつつ自転車を漕ぎ施設に向かふ
風呂あがりのさつぱりしたる夫に会ふ思ひ通りにいかぬ会話は

青木初子 神奈川県
あるはずの緑のパブリカ二個がない細き枝先は痛まずにあり
可愛いいと種出来るまで咲かせたるニラの増えたり丈夫も困る
言ひくるめる知識もたぬか排除するはてつとりばやし裸の王様
嘘に嘘纏ひたるまま平然と身をさらしゐる家族は如何に
採血に尿路感染による熱と脳梗塞の再発あらず

庭の木々今年は繁る葉の早く柔き葉のうちに刈り込み頑張る
何年か前まで使ひこなせたる剪定鋏の重さに負ける
柄の軽さ売りのアルミに出来てゐる剪定鋏早速買ひぬ
新しき剪定鋏の切れ味は抜群にして庭の明るし

新茶摘みするが如くに芽吹きゐるツツジサツキの芽を素手に摘む

「お父さん」と日日に呼ぶわれら子は母の寂しさ知る由のなし
父逝きて「お父さん」と呼ぶ日の消えてどこかにポツカリ穴
の空きたり
六歳に父を失くしし夫もまた「お父さん」と呼ぶ記憶なからん
介護五の夫との面会終へ疲る意志の疎通の心もとなく
あす雨の天気予報に鉢の中の土崩しつつカタバミを抜く
木製の長き柄の付き手に重い剪定ばさみは疲れの早し

父親の居らざる家の養女なりし母は「お父さん」と呼びたることなし

生れてすぐ養子に出され不自由なく恵まれし母に暗さ感ぜず

システムの理解に浅く通院は家族の役目と施設へ急ぐ
無理を言ひ介護タクシー予約する待つたなしなり診察時間
十八歳の母の買ひたる雛飾り昭和二十二年豊かならざり
身の丈の七センチ程の人形は七十四年経て胡粉に白し
七段に飾られし記憶はおぼろなる雛はいつしか硝子ケースに
雛飾る硝子ケースは風呂敷を掛けられ母の箪笥の上に
雛人形私の物と望めども母は呉れざりき命ある間は

百歳を越えて施設にゐる媼「帰るから家はきれいに」と言ふらし

フリージアの新芽はそんなに美味いのか鳥の啄む緑薄き葉は
独り居の媼の施設に入所より隣の家は空き家のままに
月一度空き家見にくる息女言ふ畳の糞はハクビシンらしと
背の高き雑草は時に抜いておく隣の空き家の異変に気づかず
二階より見えぬ隣家の屋根下の壁に大穴吾も入れさう

五センチにも満たぬ緑のまだ薄きフリージアの芽の啄ばまれたり

あお き はつ こ

二〇二一年

した貴重な連作である。長兄は徴兵され
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独り居に一本多し大根の種蒔いてみむビニール袋に
赤き色日にち増しくるフルーツトマト土の面にあり大小三個
土の面に転がりゐたる赤薄きフルーツトマトに傷のあらざり
手術後の体を冷えたる部屋に置き庭仕事せざり昨年の夏は
庭の面と花鉢いくつに次つぎと赤紫蘇芽を出す抜きても抜きても

梅雨の雨抜かせずその間に赤紫蘇の茎を太らせ根を張らせをり
吾の食べぬ「ゆかり」なれども手作りは市販品より香りの高し
葉は硬く色の冴えざる赤紫蘇の穂実を摘まむと育つにまかす
ひらがなの「の」と「れ」を省き人流と恥づかしげもなく日
本語汚す
安心と安全唱へ国民を物と扱ふ人流と云ひ
「人流」をはじめに言ひしは誰ならんおもねゐるのか言葉乱れる

この年の流行語大賞狙ひしか人流人流メディアも正さず
デルタ株日びの猛威に予約するワクチン接種趣旨を変へゐて
一回に電話の通じ苦労なくワクチン接種の予約日決まる
この春に零しし種にをだまきは夏には隣の鉢に芽を出す
飲み薬調整をされ三月経し血液検査今月は良好
血液の検査数値の少しづつ平均枠に近づく肝臓
三月後は術後二年目造影剤入れてのＣＴ検査を予約

あかばねよしとし

赤羽佳年 東京都
おみおつけ漢字に書けばものものし御御御付とは誰が訓しか
くるくると鉛筆の芯尖らせてこれも鉛筆を削るといふか

窓に見ゆるカへデの枝が何時も揺れ風の通り道になつてるらしく

冬雷を守りつづくる大山・小林、桜井のラインは固し
出で入りにおのづから見え浜木綿の額絵は嶋田画伯入魂の作
ひとの歌読むとき凹む気分にて没とされたる歌のあれこれ
昨の秋八十路を越えてあたふたと病者ふたりを抱へ明け暮る
メル友の言葉のあれば犬友も猫友もゐて園に集へる
微かなる日差しのうちに紅葉燃え公園の池を縁どりゐたり
ふた少女向ひより来て脇すぐる夕の日差しを負ひて行きたり
芸術的指の動きを見する少女なかなかこないバスを待つ間を
客乗せぬバスは車内灯点さずに追越車線を回送表示
俯きの顔青白く光らせてむかひくる夜道のおんなぼそぼそ

街路樹のいちやう並立ち個体差を見せて黄葉するいちやうならず

介護１障害１の妻と子をかかへて三年眠くてならぬ
ベランダの前の楓のもみぢして部屋のガラスを赤らめる朝
一泊二日壁に張り付きゐし蠅が窓開けたれば寒き外に飛ぶ
部屋離れどこへ行くやら寒の蠅すぐ見えずなり暫く思ふ
部屋の隅伝ひ歩きの妻の様老老介護がリアルにありぬ
本日の行動順位を朝床につけつつゴキブリ体操もよし
のトラブルばかり視聞きして一度も使はず外へ出られず
GoTo
妻と子の笑ひごゑ聞えそれだけで夕暮どきに気分は晴れる
ベランダにさくら咲かせて楽しめば介護の憂さも少し晴れゆく
ガラス戸の左下より飛び立てる鵯は視野横切りて往く
向きになることも無くなり年ふりて枯れるに非ず意気地なき日日

道草が枯れて靡けるさまみつつ脚引きずりて食ふもの買ひに

ききなしを字面にするは難きかな鳩を幾日聴けど捉へず
涼風がベランダに来て止まればやすやすとして片づけ励む
木犀のかをりほのかにふふむ気を肌に感じつつ宵を歩めり
だいそれたことは思はず妻と子と野を歩みたく思ふのみのこと
近頃は二日酔ひするほど飲まず眠りがくればそのまま眠る
秋の歌詠むこともなく昨日今日秋の気配を肌に感じて
風景を見ねば詠へずこの頃は自然詠なく秋の深まる
十月のまだ暑き日を背に受けてひとりの歩み頼りなき足
どどつぽーででつぽーと鳩が啼く老いの歩みを囃す如くに
どんぶりの飯平らげる力なく食ふ欲細り半丼にたる
乾反り葉が舗道を走り音たつる追ふ足なければ遠ざかりゆく
テーブルに並べ置かるるリモコンの蛍光色が深夜を光る
股関節人工関節置換術受けゐる妻待つランチ摂りつつ
手術時間三時間を待つラウンジにコーヒー二杯水を一本
山なみが遠くに見えて病棟の空にすこしの雲が動けり
面会はコロナ対策に許可されず電話に受くる状況説明
病室に入る許可出ず面会室にアクリル隔て罪びと意識
退院の妻むかふべく早朝のタクシーにゆく車椅子持ち
部屋内を杖突き歩む妻の杖ことこと響くリハビリの杖
掌の皺縦横を眺めつつ去年の苦労はここに刻まる
祥芳の雅号をもちて書を教ふ小林芳枝に半世紀過ぐ
桂仙の雅号を持つと若き日に歌ひし芳枝旧姓川口
事務局を預かり十余年専らを冬雷に尽くし書にあそびをり
冬雷の母と言ふには若すぎた小林芳枝もやそに近づく

有限の生を生きつつ考へる後幾年を酒に生かさる
あゆみの歩返さんとして身をひねるときにふらつく歩道橋うへ
わが髪の白くなりつつ年ふりてはちじふ一つ越えてしまへり
ベランダの鉢に桜を咲かしめて外出自粛の憂さを晴らしぬ
少年の日に登りたる妙義山鎖場の傾斜テレビに映る
早朝の汽車に着きたる松井田の駅に震ひし十四の春を
農協にトマトの苗を買ひにゆき自転車のギア変へて上がりき
長ながき上り坂行き自転車のギアを切り替へ平に出でき
期日前投票すませ安堵せるこれで少しは世もよくならむ
子と妻と来し記憶ある動物園ひとり入りきてペンギンにあふ
天井の高きホームの上野駅かつて見し映画のローマ駅に似る
差別なき世などとほざき偉ぶるは現実知らぬ与太者の言
東方に靡ける容に楓の枝常吹く風に慣らされてゐむ
靡かされ東に向ける楓の枝風止みたれど旧に戻らず
躑躅垣花はぽつぽつ見ゆれども春薄寒きひと日の暮るる
歩む足ふらつくゆゑに外歩きもままならなくて春暮れてゆく
浴室の目地の黴など気にしつつ秋を迎へて茶飯がありぬ
ベランダを工事の網に塞がれて昼暗き部屋に灯してこもる
煮鰈を皿に盛るとき二割れて滲み足らぬままの身の現るる
幾鉢を枯らしたる今年共共に入院通院治療に忙し
今宵またビール一缶飲み干して一日延ばしの停酒計画
自動車のグレーチング踏む音響きはや出勤の人があるらし
幼年期少年期に疎開者の父母を見き今にしこりぬ
遮蔽網に硝子戸塞がれ梅雨の日日部屋干しをして工事見守る
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鉾杉の鉾の上なる曇り空カラスのこゑはけふは聞こえず

定めごとひとつを科してわが生のエンジンとして今日も生きをり

茹であげを剥くも楽しや衣かつぎ塩を振りかけほくほくと食ふ
ペンと紙本と眼鏡と夜を更かす明日の命の保証あらねば
いづこにて散りし黄葉かわが前の淀みに浮かび淀みてゐたる
山は山谷は谷とし粧ひてやがて冬へと移りゆくらし
公孫樹葉は落ちる力を蓄へて余光につつまれ静かに立てり
ちらほらと雪虫らしきもののとぶ人なき社にひとり佇む
かの と いは
水音も水も澄みゐる神戸岩神の行き交ふ奥多摩の谿
人の世のいとなみ愚かとおもふ朝うす雲透きて日矢の降りくる
山ひとつ黒々とあるこの夕べ月あかあかとあかあかと月
眠らんとする山すそに住まひして昨日も今日も山を見てをり

目を懲らせど凝らせどゆがむ満月のひかりの中にたたずみ居たり

天野克彦 東京都
夕闇を破りて咲けるさるすべりそのしろ花を目指してあゆむ
し びとばな
死人花かたまり咲ける広場よりゲートボールの打つ音聞こゆ
をさな児の胸にも赤き「赤い羽根」父母を離れてひとりの遊び
駅ひとつむきだしにして広がれる刈田に遊ぶ三羽のからす

あま の かつひこ

食材選び手作りするが楽しみでインスタント食品我は好まず
血圧が高めなる故蕎麦屋では汁を残すを習慣とする
横尾忠則鯛焼き食し絵を描く甘き食物はエネルギー源と言ひ
彼と我同世代なるも若々し次々生み出す情熱の作品

藍染と更紗染めの師の作品も箪笥の奥に密かに眠る
給水塔内より毀してゐるらしくシート囲ひにドリル響かす
籠り居て身辺整理思ひ立つ手放せなかつた染め布を前に
ハンカチーフ十枚ほどを絞り染めす初歩の技法を思ひ出しつつ
あか ま よう こ
赤間洋子 東京都
プリンター買ひ替へたれば古き機種の使はず残るインク恨めし
久々に教へ子よりの便りあり手作りマスク二枚を添へて
百グラムの強力粉で焼くバターロール四個一人暮らしに丁度よい量
やることが今日もあるといふ幸せはできるといふ幸せでもある
篭り居て小さき失敗の数増える進む老化の故かも知れず
このところ歌集句集が次々と届きて学びの日々多く過ぐ
この地震十年前の余震とは被災地の人の苦悩を思ふ
漢字コンクール生徒と競ふことありき今自信なく辞書を手元に
「食べれない」は「食べられない」だと訂正させるドラマに
常備菜幾つも並べ食事する話し相手が時には欲しい
我は安心したり
買ひ物はセルフレジ連絡はメールけふも一日無言で終る
工程が逐一詠まれ九首目に到れば唾飲む「鯛のかぶと煮」の歌
白内障の手術終りて家の中の汚れ目につき次々拭ふ
手間かけて料理する人に共感し惣菜買はず食材を買ふ
家に居て不要のものを処分すべく袋開けば染めし布数多
親水公園春風に揺れる柳あり芽吹きはじめの黄緑の糸
失敗作次々出てきて思ひ出すこれらを糧とし成長したるを
皺深くなりたる鏡の中の顔ぢつと見つめるわれがゐる朝
わが染めるＴシャツ・スカーフ・ハンカチーフ思ひ切りよく
朝六時 iPhone
は我を目覚めさせ今日の天気と気温を示す
区のリサイクルへ
月水金はヤクルトの日なり安否確認を兼ね届けてくれる
昨日今日届く展覧会の案内状無視するか時にはメールで「ゴメン！」 クリスマスローズ今年も数多花開きベランダ覗くわれに挨拶
行きたいが出かける勇気なき我は日曜美術館テレビにて見る
白血病克服したる池江Ｖ彼女の涙にわが胸も詰まる
ボーツと生きてゐるなとテレビ言ふみんな必死に生きてゐるのに
礼状を書けども投函遅れたれば安否確認の電話が鳴りぬ
三十四年前彼女らが住むバンコクに夫と招かれし旅思ひ出さる
最年長の我を気遣ふ会長は座つてできる作業をすすむ
展示終はり清掃済ませて始まりぬ各自の作品の相互批評を
展示日に参加できぬ会員にはテレビ電話で批評を伝ふ
案内状送る知人よりメール来るコロナが怖く見に行けないと
これまでは来場者多き会場が今年殆ど会員ばかり
できること少なくなりたるこの日頃できうることを精一杯なす
コロナ禍の今年の正月三箇日一人黙々雑煮を食す
姑に習ひて作りし節料理今年は手抜きで種類少なし
この冬は手荒れがひどいと思ひつつクリーム塗りゐて気づく
ことあり
頻繁な手指の消毒嗽など今までになき習慣となる

一週間の展覧会は無事終了打ち上げパーティーもなく静かに解散

コロッケが大好きであつた子を思ひコンビーフ入れて多めに揚げる

押入れに眠りて居たる藍染の作品がまた日の目を見る日
友三人展示を全て引受けてギャラリー徐々に変りゆきたり
濃き淡き藍の色合ひ連続模様二度と作れぬ長尺作品
も LINE
もよく分からぬが八十余歳の我はドキドキ
Facebook
かかる作品我にはもはや作れぬと手に取り取材の人に説明
飲み薬徐々に増えゆくこの日頃これも老いたる証かと思ふ
ドクダミを干して煎じて飲みしこと思ひ出したりその花を見て
復興五輪虚しく響く掛声がコロナに怯える耳を過りぬ
無観客で安心安全と胸張るがまだ分からない東京五輪
誰が為のオリンピックと云ふのだらう終つた後が更に気掛かり
コロナワクチン二回接種を終りても安心できずマスク離せぬ
大戦中の苦しさ悲しさ体験したがコロナウイルスは異なる恐怖
オリンピックの勝者の喜び理解するもコロナ患者の増加止まらず

安全安心繰り返し言ふ総理の眼は宙をさまよひ言葉に力なし
古ミシン高価買取りすると言ひ二百円にて我が手を離る
縁側に干したる姉の上着をも弾丸一発が貫きてをり
あの日より一週間ほどにて日本は敗戦となる愚かで悔し
美しく青き惑星地球上より戦争がなくなる日が早く来て欲し
夫死亡子の無き姉が肺癌と言はれ入院手続き我がつとめる
背中痛いと何度も言へどその度に湿布渡され癌を見落す
精密検査の結果肺癌とわかりたる姉にステージ四の診断下る
コロナ禍故に面会は叶はねどタブレット用ひ五分間会話す
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読み呉るる人のありなしかまはずに歌を詠みをり憂さはらさんと

歌詠みてわが侘びしさを紛らすに鵜の鳥よぎるわが窓の外
涸れ川の浅き流れに餌を欲りて小鷺たたずむしづかに独り
銀いろに窓に映れる冬の夜の月ながめつつ机にゐたり
過去は過ぎ未来はいまだ来ぬゆゑに愉しく生きん確かな今を
何となき日常こそが幸せと気づける今を守りてゆかな
枯草の荒れたる中に一本のつばき立ちをり葉をかがやかせ
座右におく貝原益軒「養生訓」いのちを惜しみ日々拾ひよむ
山森に聞こゆる音は木をつつく小鳥なるべし春の来向かふ
冬過ぎて春の来たればもの悲し新たな日々に古りゆくわれは
汝も死に君も死にきと指折れば亡き友おほくなりにけるかな
憂きことを聞かぬ日のなきこの日ごろ春は近しと羽虫の飛べり
裏山は日増しにみどりふくらみて小鳥の騒ぎ多くなりたり
ころころと温かな日は河鹿啼く山のすそゆく小川のほとり
窓からは木々の緑と空が見えときをり川鵜が首のべて飛ぶ
過ぎしこと忘るる術はなきものかかかる思ひに日を過ごしゐつ
山の上に朝けのひかりきらめけど人の命は黄泉がへりなき
哀しみに堪ふべくわれは若葉なす山を越えゆく鴉みてゐつ
との曇る春のくもりに桐の花ひときは高く雑木に混じる
三方に低やまめぐらすわが住まひ若葉の下に埋もるこころ
死ねばみな生まれる前に帰るだけさうと気づけばこの世は愉し
朝粥に梅干し添へて啜りつつ思ふは遠き大和国原
ね だ
雨しぶく朝のベランダ雀来て餌を強請るらしこゑ立ててをり
撒きおける「秋田小町」は食はぬらし稗・粟だけを啄むすずめ

西多摩の低き山べに住み古りてこの地の土にならんとおもふ

ありいずみやす こ

有 泉 泰子 山梨県
朝焼けの空を映して山々の染まり美し吾が身もあたたか
朝々の散歩の途に見かけゐし一羽の白鷺今日二羽でをり
朝靄のたちこむる中友の住むビルは城のごとおとぎ話の
書展への作品書き終へ貢川沿ひ文学館へと歩く四十分ほど
黄金色に輝く銀杏に迎へられ小高き丘にて深呼吸する
アルコール消毒すませ検温受け林真理子の世界にひたる
藤の葉の一日で散り窓に映る幹の黒々蛇の踊るごと
日を浴びて凍りたる花葉をもたげ咲くビオラの強し枯庭彩る
暮一日シルバーさんの四人来て庭木剪定にぎやかに終ふ
この年も終らむとする夫の声「あつたぞ万年筆ソファーの下に」
自転車のハンドル握る手の甲にしもやけ出来ぬ辛くてならず
幼き日赤くふくらむ霜やけを擦りてくれし祖母を想ひぬ
大寒の朝仰ぐ富士岩肌の見えて寂しも白雪のなし
明け方に雪になるやもと予報あり雨音聞きつつ眠りに入りぬ
目覚むれば四方の山々雪化粧これぞ山梨の冬景色なり
暖かき日和に誘はれ梅園へ紅白に染まり客で賑はふ
梅園の見晴らし台より望む山稜線くつきり雪を被きぬ
政治家のマスクの色柄派手にみゆ私は白好き白落着きぬ
野良猫の二匹吾が家を気に入るや庭に便をし部屋に入りこむ
縁側で寒さをしのぐシンビジューム蕾ふくらみ桃色みせる

待ちゐたるつばくろはやも還り来て古巣つくろふその性あはれ
ほととぎす来鳴きとよもす頃となりわれが気力も戻りくるらし
裏山の雑木の青葉揺れに揺れ風いちじるし夏の来向かふ
たまご抱きじつと動かぬつばくろは眼かなしくわれをみてをり
幸子先生平成二十八年にみまかりてコロナ騒ぎを知りたまは
ざるなり
コロナ憂し友とも逢へず明日もまた多摩の河原に石を拾はん
うばたまの夜の小川のせせらぎに交じりてきこゆ河鹿鳴くこゑ
四階にのぞむ小川は長雨にゆふべ濁りて逆巻きながる
雨いよよ激しくふれば雀どもわがベランダにたむろしてゐる
すずめ子の一羽とまりてわが部屋を覗き見しをりチチチと鳴きて

霧晴れて目にもさやかに七月のみどりのひかりわれの机に
痒きとき掻いてくれよと独りごち「孫の手」片手に身悶えゐたる

同じ巣に生まれ出でたる子雀か来るとき去るとき五羽連れ立ちて

朝ごとに掃き出す虫のいろいろにひときは大き薄羽蜉蝣
死に処ここと定めて来し虫か乱舞の果ての朝の屍は
病葉のひらりひらりと舞ふ朝け厳しき暑さの兆なるらし
風に舞ふ枯葉のごとく子雀は撒き餌に集ふ朝に夕べに
うとうとと机にねむれば裏山に突如鳴き初むつくつく法師
ゆくりなく立ちくる心のざわめきを封じ込めんと息深く吸ふ
山鳩の居りて閑けき裏の山虫鳴くこゑの今朝は聞こえず
空晴れてとんびの旋回どこまでも昇りて行くをただただ見をり
あまりにも晴れて麗し秋の空赤き蜻蛉が幾匹も飛ぶ
月出でて明るき夕べ鴉どもねぐらへ急ぐそのこゑ聞こゆ

東日本大震災より十年とたくさんの悲しみに涙し過ごしぬ
薄桃に蕾色づく桜木の遠くにま白な富士の山みゆ
入寮の今宵地震に驚きぬ心細きかと孫にメールす
テレビなく手持ちぶさたと返信あり本を一冊読めと勧める
今年こそ父母の墓参りいきたきよ不要不急や問ひて我慢す
庭に落つる椿の花の美しき手の平に数ふ花びら六十枚ほど
何処より集ひ来たるか羽音たて蜂の飛び交ふ藤の花房
山梨より都会に出てきし孫たちを案じくれたる父母に近づく
真夜中の二時に着信メールあり働き者の母似の妹ゆ
日のあたる廊下に置きたる籐椅子にうたたねしゐし父と重なる
雪解けのすすみたる富士に農鳥の今年も現るスリムになりて
冬雷の表紙を思はす紫陽花の清らに優し吾が庭に咲く
南天の白き花散り雪のごと地を覆ひては風に舞ひたり
マスクつけて洗ひ消毒密さけて調理配食休むことなし
寺院より小梅の寄附あり二十キロ一年分のしそ漬け作る
ふた開き小梅をみれば食欲のそそりて嬉しと喜ばれをり
暮れなづむ駅前通りをゆつくりと聖火掲げて婿走りをり
いつもとは違ふ顔みせ婿走る聖火掲げて笑顔で手を振り
聖火リレー一役担ふ父をみて何を思ふや夢持ち生きよ
ひいふうみい

ストンストン塀を乗り越え隣り家へ柿の実の落ち転がり敷かる
朝夕に柿の実拾ふが吾が仕事 一 二 三と塵取りに山ほど

ユニホーム身につけ球場ボランティア憧れの地にて夢膨らむや
賛否両論のオリンピック開催となる選手の努力に釘付け拍手す

試合終へ破裂せむほど息荒き敗者にインタビュー長々と続く
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久しぶり家族の揃ふ旅行できて娘の幸せ伝はり来たり
雨あがり山の上高く月のぼる明日は晴れるか心澄みゆく
試合終へ汗と涙の選手たち「感謝」と「喜び」言葉清しき
目覚めよし一日の始まりのウォーキング首元涼し秋の風なり
うろこ雲流るる空を見上げれば芙蓉の種も踊るがに揺る
庭隅に植ゑたる無花果育ちをり紫陽花押しのけ枝葉ののぞく

いけがめせつ こ

休むときは這ふやうにしてベッドに上り片手で布団掛けてほつとす

池亀節子 東京都
帰りきて疲るれば直ぐ椅子に掛けバンザイしつつ背な倒すなり
喫茶にて歌を詠みしが此の頃はとんと行かざりコロナが怖い
しつかりと行き交ふ人等マスクして歩み行くなり時代を思ふ
黒き雲の幽かに動く傍の薄き三日月見る間に消ゆる
薬をば飲んだか否かよく忘る飲みたる殻を残し置くなり
買物に向かふ三叉路の段差にてつまづき右肩を骨折したり
転倒し肩の骨折したる側に整形外科のありて助かる
骨折でしばらくの間ベッドにて寝たきりとなり絶対安静
一ヶ月経ちたる今は杖つきて廊下を往き来す歩行の練習
骨折したる右手は使へず痛みをり首から布で吊し支ふる
骨折の右手が動かせず字が書けず二箇月経るも残念なりき
骨折したる肩をば毎日朝晩と薬の貼り替へ息子に頼む
日毎わが休む姿を見兼ねてか娘が介護ベッドを購ひくる
動かねば動けなくなると思ひつつ日毎の散歩は欠かさずにせむ

青空にジャンボジェット機小さく見ゆ散歩しながら眺めつつゆく

ビルとビルの狭間をよぎりゆく鳥の群れ夕暮れ眺めつつ歩み
ゆくなり
歩まねば歩めなくなると思ひ立ち直ぐに出掛ける近くの公園
窓越しに外眺むれば蟬の鳴く姿見えねど涼しさかもす
石段の割れ目に芽吹くドクダミは抜いても直ぐに芽吹く緑葉

ば

と あい こ

肉を焼く特殊な鍋で焼くのだが今日は細切れと息子言ふなり
木戸の上にジュースの缶の置かれゐて今日は箒で落し片付く
先日の大き地震に戸惑へば息子がすぐに来て安堵す我は

え

江波戸愛子 ☆ 埼玉県
手に力はいらぬ夫の頸椎の手術日決まる四週間後に
おとうとは膝に人工関節を入れる手術の日を伝え来る
十歳の差のある夫婦でありしこと友の喪中はがきに知りぬ
那珂川と聞けば懐かし豊洲の店に大久保さんとジョッキ二杯を
持ち物をまた確かめて家を出づ次女と夫の入院先まで
八時には着かねばならず運転を長女に任す手術日の朝
乱れたる文章今日は読みやすきメールの届く術後五日目
わがままが言いたいなどというメール届きて娘と顔を見合わす
一羽来てまた一羽きて白梅をめぐる目白は仲むつまじく
今朝みればひらきそめたる紅梅の莟ことごとく明るさを増す
冬の光とどく庭なか梅の鉢三つ並べて夫と観ている
三段に実をつけ立てる万両はちちの里より賜りしもの

仕舞ひ置きし母の形見のねんねこ半纏を処分するからと娘持ち去る

娘が温かき根菜の煮物を持参して我は助かる朝食済ます
駅前より走行訓練中と記したるバスがゆつくり走りゆくなり
歩めなくならぬやうにと散歩する足腰鍛へむ余生なれども
余生なれど掃除機かけて拭き掃除しつかりせねばと欲張る我よ
モナリザの絵をば貸したる心算だが幾年経るもつひぞ戻らぬ
輝きて暖かさうな公園の椅子に休まむ歌が出来さう
外壁の花壇にぎつしり咲き充つる花に毎朝じよろで水やる
目の前を次つぎ鳩の飛びきては日向に群れて歩みゆくなり
金銀の加工に輝くボールペン今日より使はむ息子に貰ふ
骨折のリハビリ忘れ気が付きて直ぐに為すなり十五分間
わが前を背な丸くして歩みゆく老女に我を重ね見てをり
母の日は寿司の日と息子言ふなり寿司を購ひ昼食にせむ
夜の明けに羽を大きく揺らしつつ飛びゆく鴉は雄雄しく見ゆる
高齢者のワクチン接種してきたり会場に並ぶ高齢者の列
公園の巡りの葉群がゆらゆらと揺るるを見れば涼しさかもす
本棚に余計な本をば並べ置く娘は見兼ね整理しくるる
日に一度散歩に出づるカート引き杖の代りになりて歩めり
雨続き久びさに干す濯ぎ物多くて息子が担ぎゆきたり
友人に電話したくもこの齢を思へば為し難し迷惑ではと
休む時に日記を書きぬ遅くとも読み返しつつ心して書く
窓閉める急な土砂降りいつときではや日照りをり日差し眩しく
五叉路にて土砂降りなれど信号を待つ人多く走る人あり
見渡せば薄墨色の雲浮けり飛行機飛びきて雲に消えたり

家出でて行く勢いの諍いも無くなりふたりでポワロ観ている
庭の木に千個以上と妹より箱いっぱいの蜜柑が届く
夕方にどさっと荷物届きたり四樽分の味噌の材料
茹で大豆電動ミンサーに入れてゆく夫の右手いつもの動き
潰したる大豆を冷ます役担う夫の団扇のこぼれ風受く
ひと樽は友の分なり味噌づくり体験せぬかとメールに誘う
天草へ移住をしたる子の家族友は話せり大豆捏ねつつ
来年はひと樽増やすひと樽はすぐに空だと友の依頼に
一枚の畳を上げて床下へ日付を記す味噌樽しまう
運転を娘に頼る首都高速海ほたるまで渋滞のなし
黙りの顔が笑顔に変わりゆく夜景を見ている中二の少女
目白二羽蜜柑を啄むその向こうリンゴを啄む鵯一羽
認知症の夫が逝きてよかったと言う老婦人に小く頷く
ピーナッツパンが届きぬピーナッツパン食べたしと思う夕べに
梅の花散りつくしたる鉢の枝の嫩葉をあまねく春の日照らす
梅鉢の間にひらく桜草をはげしく揺らしてゆく風のあり
庭隅に芽をいだしたる桜草丈ひくけれど二段にひらく
姉ふたり妹ひとりの姉妹なり年重ねきてますます愛し
鯛の頭ふたつをじっくり煮たる鍋冷えて固まる煮汁を食す
自転車のおじいさんがこの町の花泥棒と情報ながる
老人会の人より届く年賀状えんぴつに描く中村哲氏
玄関を出でて八歩の公園にはじめてひらく藤の花房
嫁ぎ来てはじめてだよね近隣の友らと見上げる藤の花房
公園の砂場に取り付けたる柵をいとも容易く猫の越えゆく
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二丁目の公園七か所確認す町会役員受けたる年に
役員を受けて知りたり吾の住む南町二丁目横長の土地
はじめての接種そのまま救急室へ激しき動悸と娘のメール
インド株イギリス株にも有効と接種終えたる娘の言えり
白紫陽花ひらきそめたる母の日に八重の白百合むすめが持ち来る

藤棚の上よりはみだしのびのびと垂るるあまたのつる剪られゆく

東京都

老人の会に多くを学びたり生き方来し方耳傾けて
アーモンドチョコをふたつ口中へ入れてわたしの一日始まる

おおつかりよう こ

コスモスが見頃とテレビの映像に昭和記念公園に行くことにする

大塚 亮 子
弁当を買ひて乗り込む中央線西立川まで一時間余り
見の限りコスモス揺れて季くれば年々咲き継ぎわが喜寿迎ふ
コスモスの群れ咲く中の結婚式に道行く人が拍手をおくる
見知らぬ人に拍手をもらひはにかめる幸せさうな二人の笑顔
床の間に軸のゆがみを直しをり待ち待ちし稽古明日より再開
中止延期の知らせ次々飛び込みて私の手帳は罰点だらけ
駐車場の空き地に見上げる鰯雲もくもくと湧く限りなく湧く
コロナ禍に二人の暮らし守り来て令和二年の幕引きにせむ
アルバムを捲り楽しき思ひ出を甦らせて在りし日偲ぶ
逝きたる友に代はる人無きわが巡り日を追ひ心に虚しさつのる
わが予定全てが中止、延期となりて夫と過ごす正月静か
産土神社にいつもの出店見るは無し参拝客はわれひとりのみ
九十歳になりたる兄の声聞きたくて大雪降り継ぐ故郷に電話す
雪下ろしすれどまた降る毎日に「いたちごつこ」と姉の繰り言
降り止まぬ雪に建具の開けたての重くなりゆく不安聞きゐる
暖かさうなマフラー手袋靴下と菓子を少々姉に送りぬ
朝一つ咲きたる梅が昼過ぎにぽつぽつ開く冬の日差しに

白紫陽花きわだつ庭に八重咲きの白百合ふたつ大きくひらく
両腕に余る食材買い求め後のいく日外出ひかう
芽ひじきを買いきて具材を多く入れ味付け薄くことこと煮込む
話し方上手な娘簿記好む娘のおりて時に頼もし
売り出しの真鯖を多く買い求め味噌煮つくりて冷凍室へ
体調の悪しき夫に付き添いて病院へゆく娘と孫と
検査の翌日入院で次の日手術にホテルを予約
PCR
頚椎の手術を終えて九ヶ月夫の左腎に病見つかる
手術後の説明の席ひとりのみ医療にくわしき娘に委ぬ
摘出の腎臓ふたつに切り分けたひとつを娘はスマホに残す
入院日含めて今日は九日目夫を迎えに高速道をゆく
父と母迎えに行かむ盆提灯提げて今年は娘とふたり
つねならば車に送りゆく父母を夫にはかりて送り火と決む
はじめての送り火を焚く娘らも孫らもそろいて空に手を振る
父と母喜びおらむ息子と孫と曾孫に送らるる今年の盆を
種のある太い胡瓜の懐かしく母作りたる胡瓜もみとす
ほんのりと温みの残るミニトマト甘さひろがり日のにおいする
採りたての胡瓜に味噌を少しのせ食せば忽ち三本目なり

暑さの中歩み来たりて咲くハスに一瞬汗引く思ひに立ちぬ

わるいけど食べてくれると言いながら採りたて野菜を友のくれたり

夕べの風に大方散りたる山茶花のまだ鮮やかな花びらを掃く
目覚めたる床に微かな雨音を聞きをり昨日の予報通りと
最近の天気予報の精度よく出かける予定に悩むは少なし
少年野球の応援頼まれ夢の島のグランドに来る幾年ぶりに

緊急事態宣言またも出でたり茶道の稽古休みとなりて静もる茶室

立ち入り禁止となる本堂より聞こえ来る経を聞きつつ参拝したり

人通りの多くなり駅に近づけば「みーこ」の姿路地に消えたり
御幣の下に頭を垂れ神主の祝詞受く意味解さねど心落ちつく

キャッチボールしてゐる親子の楽し気な様子見てをりわれも楽しく

炭起こすことも稀なり箱詰めの炭の減らずに廊下に積まる
気に入りの仕立て直しの紗の着物しつけ付くまま夏の過ぎ行く
乗ることも稀となりたる自転車はほこり被りて軒下にあり
公園に自転車止めて足元の紫式部の色づくに寄る
足元の紫式部は色づくも未だ青きも実りて垂るる
自転車を降りて草花見つつ行く夏とは違ふ風を喜び
水音は魚の跳ねたる音かとも思ひて波紋広ごるを見る
飛び跳ねる魚を見むと暫くを川辺に待てど水音はせず
緊急事態宣言解除となりて巫女さんの茶道の稽古やうやく再開
仕事の合間を見つつ巫女さん交代に十人ほどが稽古に加はる
巫女さんは赤き袴に長き髪きりりと纏め点前を始む
枝豆に塩を振りゐるわが傍へ夫は待ちかねビールの栓抜く
昨日から続く喧嘩の中休み枝豆美味しく食べることにす

おおやまとし お

新河岸川おほきく迂回したる跡くわうりやうとむす草の河川敷

大山敏夫 埼玉県
東上線ガード下抜けひとすぢになほ行けばここも藤間の地番
道両側つづく家並みにいたる所遊水池あり草生ひしげる

負け試合なれど次回も応援に来ると伝へてグランドを去る
去年今年茶会はすべて中止となりて桜の着物着るは叶はず
目路遠く続く桜に言葉なくただ立ち尽くす花散る下に
花いかだ分けて漕ぎ行く舟に乗りいつとき染まらむ桜の色に
わが乗れる船のガイドは冬雷の友なり嬉しく話聞きをり
風の吹く度に落ちたる青梅の枝に残るは二十個あまり
地に落つる青梅かをることのなく褪せることなく数日青し
三、四日見ぬまに丸々育ちゐる梅よ落ちずに大きくなれよ
季来れば千代萩を持ちくるる友ゐて花入れ選りて待ちをり
広すぎる実家に独り住む兄と幼き頃の思ひ出話す
集合写真に小さく写りたる義姉に帰省できぬを詫びて香焚く
コロナ禍に休会永き水泳教室再開すると連絡のあり
水泳教室再開の知らせ喜べど参加は見送る今しばらくは
休日は家に籠れること多く本棚の整理せむと腰上ぐ
処分せむと廊下の隅に積まれたる本はそのまま一月の経つ
記憶の中の母は決つて割烹着つけて忙しく働いてをり
母逝きて六十六年思ひ出の遥かとなりて祥月命日
外出の行きに帰りに何処からか「みーこ」のひよいとわが前に立つ

改築をせむと出入りの職人にいつしか猫の「みーこ」姿を見せず
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歩きても坐しても引き攣り増しくれば危険な暑さの身に沁みわたる

水を飲め呑み過ぎるなと言はれつつつひに引き攣る腓足裏
コロナウイルス感染死より身に迫り道に倒れたる熱中症死者
不意に来る軽き吐き気に大袈裟と思へどよこたはり躰を冷やす
烏頭坂下よりさらに階のぼり熊野神社境内樹蔭の深し
眼下には旧道と国道２５４寄りそふさまに烏頭坂あり
烏頭坂をくぐりＪＲ川越線の車輌出でゆく音も立てずに
烏頭坂熊野神社下に木花咲耶姫の山車保管庫あり岸町二丁目
手術後の十年目にて隔月の頻度となりぬ定期検診
父と娘に短歌の情の繋がりて弛まず伸びて今のある見ゆ
ねもころごろ息の温みといふものが父より伝はる娘の歌は
草をはふまひまひつぶろあらたなる連想あれて蝸牛居のひと
表紙絵が紫陽花なれば「冬雷」も『蝸牛居』も令和三年の華
何にかう優しきこころ育むやこの短詩形のすみずみにまで
花の道茶の道にわれうとく来て深くあぢはふ茶の美花の美

きのふもけふもペタンクですといふメール早よ戻り来よ普段のくらし

より STAY
へ戻る動と静予約すキャンセルす振りまはされて
GoTo
七十代が若手といへり楽しげに短歌も同じの添書きもまた

かの家のアンテナのうへに来て鳴きし郭公は躰ふるはせゐたり
泊まりに来し義母がここには郭公が鳴くと朝朝喜びゐしよ
乳飲児の長男に義母の買ひくれし毛布がまだ有りぬ押入の奥
川越に移り来てより二十年すぎてこの頃は郭公の鳴く
デパートの風呂敷売場に売られゐし国旗といふを彼らも知るか
国旗毀損罪を言ひだし大きくなる声かと思ふまたあの人が

ひのくにのをみなの気魄勝りたる知らせの嬉しやまひに負けず
お月見にどうぞと和菓子貰ひたること思ひだし起き出でて来ぬ
中秋の名月ベランダに出て立てば頭の真上あたりに照りぬ
頭の上あふぐ中秋の名月は鈍き光の輪の中に照る
夜半の空おほふ叢くも重く垂れ星ひとつだに見えずにひろし
名月をかこみ明るくたもつ輪の赤みを帯びて二重に三重に
名月のうらをしら雲動きつつをりをりよぎる黒きうす雲
名月をおそふ黒雲流れ込み光の輪ゆがみまた輪をゑがく
首曲げて名月をあふぐわが足下自動車二台響き過ぎぬ
今年われ名月あふぎ得たること幸運だつたとひとり呟く

大変良く解りましたと一筆箋添へて投稿歌に間違ひふたつ

『四斗樽』を冬雷会員のこの人もたぶん読んでゐず歌評を見れば

『四斗樽』を読み返しつつ又おもふ若き日よ楽しき事の少なく
う た

出張校正に太田行蔵あらはれて校了時に貰ひし禿頭翁のカット
恋愛か短歌か取捨迫らるるとき来ると太田行蔵言ひき働く吾に
涙もろき齢となり『四斗樽 圧縮版』深夜に目覚め撫づることあり

三度目もかかはりて『四斗樽 圧縮版』わが組む七十三歳の眼に
太田行蔵亡し木島茂夫亡し『四斗樽』は遺り「冬雷」の友らと学ぶ

お がわてる こ

故
小川照子 埼玉県
庭畑で煙突立てて籾殻を燃やせば散歩の人が寄りくる
思ひがけず娘夫婦と秩父に来ぬ緑の中に点点の紅葉
嫁ぎ来て七十年すぎ初めての毛呂の流鏑馬中止となりぬ

祝祭日を旗日と呼びし時代へとこの国を戻しゆくはじめの一歩
何の問題ないを繰り返しゐし頃に一食に七万円越す接待ありき
地上にも宇宙にも電波とびかひてそこに蠢きし顔、頭、人
変革の節目節目に金動き利権むさぼるいつもひと握り
もつと声を挙げて怒らねばと思ふ時重ね重ね来て今もその時
まづ自助を挙げて生活保護もあると総理は言ひぬこゑ吶吶と
金輪際言はれたくはない表情をかへず自助を説く冷眼の人
森を背に見ゆる白壁の二階家に陽あたる朝は九分通り晴れ
青く澄み風なく自動車の音もなく土曜の朝の六時一分
よ べ
昨夜のカレー鍋加熱して部屋かをる早朝少しひんやりとして
晴るる見込み空気よどみなく洗濯でもせむと上を脱ぎ下も脱ぎゆく

昨日の午後打ち来たるコロナワクチンに肩やや腫れて胸まで痛む

食べたいもの躰が受け付けぬやうなこと無い俺がまこと阿保面に見ゆ

その歳のわりには少しは若いよと一年余会はぬ友の軽口
ワクチン接種のち数時間へたる身に熱が籠り来悪寒なき熱
体温計八度五分指しひさびさの発熱なれば暫く眠る
さきがけて来日したる選手団に早も恐ろしきデルタ型の二人
ひのくにのをみなのこころ強からむ手術も病も踏み超ゆるべし
打つ注射の激痛は君が軽からぬ病に打ち克つ道の始まり
雨雨風豪雨のち続く晴天の空は君のオペ予言してをり
頑張りて堪へ抜く時といふものが誰にもあらむいま君はそれ
我儘を富七さんに叩き付け使ひ走らす話は楽し
スポーツに鍛へし足にリハビリの歩行は君に楽しき時間
体調の日々にもどりて来ると聞くリップクリームなどもぬるらし

自然とは嬉しきものよ柊のはな今年も咲きて裏庭飾る
槇と松の手入れ終りてわが仕事今年も出来たと枝ぶりを見る
掘り来たる里いも煮ればつるつると咽越しよろし姑好きだつた
三日月が半月となり明るくす夜毎に出でて月を眺むる
週一度逢ふが楽しみ一時間過ぎるとさつと皆帰り行く
吾が小さき頃には牛にて農作業今は機械化昔を想ふ
家の中に牛小屋ありて餌をやる家族同様の生活なりき
「冬雷」の二〇二一年の表紙絵は紫陽花われにも思ひ出の花
入院中の兄に紫陽花持ち行きて水切りしたることの思はる
コロナ禍の何時まで続く外出は我慢自粛して電話で話す
孫裕貴元日は仕事と帰り行く一日早く元旦祝ふ
元気出して仕事してゐる孫たちを思へば吾も頑張りの湧く
友の言ふ夫の介護も身につきて笑ひて介護してゐる日々と
隣の人訪ね来たりて年毎に飾るまゆ玉を見てよろこびぬ
庭先の梅の蕾の膨らみて雨の滴の並びて光る
日溜りに小さく芽を出す福寿草春の知らせの音しのばせて
庭先の臘梅の葉は散り尽きてゐたるに黄の花寒空に咲く
姉の雛姑の内裏雛孫沙織の七段雛にて座敷にぎやか
春彼岸草の多くて墓掃除息子夫婦と一緒に行きぬ
暖冬は花の季節をかへ行くか早く咲き出すヒガンザクラは
突然に息子手首を骨折す左で良かつたとパソコン打ちゐる
水道の工事のために娘の家に一晩泊るお客となりて
庭畑で元奉仕団の方と逢ふ元気な姿を互ひに喜ぶ
暖冬でわが家の周りは花ざかりさくら桃水仙毎日花見
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雨降りて一気に芽を出す百日草庭に出で来てじつと見守る
子の骨折回復早く週二回のリハビリ大事と一人で行きぬ
梅の実の日毎育ちて枝を垂る漬けるを楽しみ枝に支へす
コロナ禍の今年も飾るお釈迦様嫁ぎ来て七十年一度も休まず
週一度の「ゆずっこ体操」楽しみに来れば参加する仲間も多し
息子言ふ手首の骨折はもう大丈夫まだ若いので治りも早いと
田のそばに今年も植ゑしひまはりを散歩の人は足止めて見る
梅の木の下のどくだみ雨あがり抜けばかるがる抜ける白き根
コロナ禍に盆さへ人が集らず先祖も我慢をしてゐるだらう
何時になく多く咲きたる白百合を切りて仏に一杯供ふ
友よりの電話の声は明るくて人間我慢も大事と言ひぬ

くろ だ

サークルの茶菓子自粛を徐々に解きまづは振舞ふ「健康おやつ」を

黒田江美子 千葉県
あちこちに住む親族なれど祝ひ事八幡様の参り欠かせず
純白のカマラハリス氏語りたり未来を希望を聖母のやうに
微笑みに大国を癒すメッセージあり選挙戦混沌の中
コンテンツの「健康おやつ」にそそられて「えごま黄粉棒」
「納
豆おこし」選る
ためらはず「胡麻菓」「豆菓子」を通販の購入リストに加へ
買ひ込む
東南の窓より日差し届く間に為したきことの増ゆる歳晩
若き日に住みたる町の花なりきあぢさゐロード縦横にあり

コロナ後に再会期すといふ企画「祭り」に続くクラス会とぞ
酸素ボンベを支へに歩む和子さん企画準備に醍醐味ありと
和菓子屋の主に生きる地元つ子名簿作りの準備順調と
若き日の精錬会に学びたる仮名手本「高野切れ」手放す
「風信帖」の臨書に励みし画仙紙の残大量に戸棚より出づ
書道誌の「手習」に載る我が清書稚拙も愛し十五歳なりき
生協の最新システム不具合に宅配不能の知らせ飛び込む
食品と生活用品本日の我が家の未配四十二品目
会員数三百五十万人の生協全域配達不可とふ
未配達の食品フードバンクにて活用されると聞きて安堵す
ワクチンの接種日決まり誘はれる「少し安心会食の会」
「希望を持って」コロナワクチン開発の女性科学者メッセージ発す

鳴き声に区別できぬと係言ふ野鳥の森は同調の森
「筋肉は何歳からも蘇る」真受け縋りてダンベルを持つ
手応へは微かなれども今更の思ひ払ひて「貯筋」を目指す
思ひがけず腿上げ軽くなる瞬間これかこれだらうリハビリ成果
ワクチンの接種終へたる高齢者集まりカフェの混み合ふと聞く
平日の昼中カフェにファミレスに連日通ふと友の言ひたり
公設の施設開放狭まりて居場所を探す高齢者さ迷ふ
わが街の感染者減る気配無くまん延防止措置延々と
検温と血中酸素を確認し訪問交流す友の施設に
庭に続く友の居室は広々と久方振りの輪踊りをする
しなやかに扇持つ手を揺らめかし車椅子の友笑顔に踊る
地元舞の流し踊りを永きこと先導したる友の手振り見ゆ

麻綿原にあぢさゐ愛づる家族旅父発案の貴き思ひ出
夏仕立てのあぢさゐ色のスーツ持つ一張羅なり永く愛用す
コロナ下の授業ひとコマひとコマに安全加味す現場教師は
オンライン合唱祭を実現と中学生のイキイキ報告
歌へない音楽の時間あればこそバイオリン奏でる授業なせりと
近隣に開院したる眼科にて転院初日に手術勧めらる
精検と点眼治療に永きこと矯正視力を保ちてきたり
緩やかな変化はあれどこの度も眼鏡調整の通院なりき
時空かず視力の違和感進行し忽ち手術を待つ身となれり
断捨離の挫折重なるわが過去も未来も揺るる液状化のごと
大叔父の記したる記録帳出づ大正五年とありて読み耽る
手触りに安らぐ「手提げ」用ひ布は染大島にキルティングして
工夫せる柄合はせなど揚揚と友語りたり有難さ増す
眼科手術待つ身に長き三月なり視力低下に日々たぢろげり
快方に自宅療養となる友の発する語彙に違和感生ず
三カ月振りに会ひたる友と居て疎通し難く対話隔たる
友の言ふ外出食事辻褄の合はぬこと多々否定せず聞く
民謡の歌や踊りの話題には友の表情緩み始める
三月も通院日増ゆ眼科歯科整形外科に内科は二院
緊張の手術台にて十五分白内障の施術終りぬ
痛み無く日帰り可能に成されたる眼科手術の想像及ばず
折からの花粉黄砂の対策を兼ねて装着大型ゴーグルを
卒業後六十年のクラス会を準備呉るると果敢な知らせ
知らせ来る有志幹事の声弾む中学時代を彷彿させて

ひさし

明治村の郵便局に投函の手紙届きぬ十年後の今日
震災の年の八月明治村の郵便局にイベントありき
復興と安全願ふ文面にコロナ禍重ね頷きつつ読む
旅先の懐かしき話題ひとしきり十年前の手紙を巡り
目の治療終り程なく埋伏歯の親知らず抜歯を勧められたり
三十年来の地元歯科医の紹介に付属病院口腔外科へ
冷涼の日となる庭に彼岸花の花茎あまた飛び出してゐる
新年の行事予定を協議する役員会のみ開催となる
宮内庁鴨場の脇の排水路葦に覆はれ水面見えず
葦原の刈り取り済めば寄り来たるコガモ羽ばたき滴跳ね上ぐ
突端は九月一日カモ渡り来れば日に日に水辺賑ふ
止まり木にハシブトカラス居座りぬミサゴ・カハウを蹴散ら
かしたり

けんもく

兼目 久 栃木県
あと四年トランプ支援者エールあぐ再選に支持者熱狂したり
選挙後の会見終へてトランプ大統領覇気はしぼみて後姿寂し
知事選の二人の候補に一回も出会ふことなく投票日迎ふ
自らが権腐十年と言ひ放つ現職知事が五選を目指す
教へ子の親も亡くなり喪中状十一月に数枚来る
川の流れ眼前に迫つて来るやうに圧倒されたり３Ｄ映像
十月まで残れる茄子の根地中に四方に伸びて引つ張りても抜けず

各派閥の領袖達が後継を早々と決め次期首相決まる
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娘婿にことしもらひたるボージョレヌーボー年末となる妻と乾杯

わが家近き国道を走る聖火ランナーこの機逃さじと歩道に見たり

変異株と第四波の襲来かコロナウイルスの終息ならず
すれ違ひにつんざくほどのマフラーの音に驚く少年のオートバイ

総裁の後継を決める投票は必要なしか事前に決まる

わが市にもコロナウイルスにかかりたる人らの動向紙面を賑はす

定年後カラオケ塾に通ひをりのど自慢に出て鐘三つ鳴らす
風に吹かれ落葉舞ひ散る街路樹の近くの店舗は片付けに忙し
青蛙車にひかれ道ばたにぺしやんこになり静止してをり
万両の実はまだ鳥に食べられず元日の朝赤き実耀ふ
おめでたうと妻が音頭取り新年を寿ぎ冷酒で乾杯したり
例年は昼頃配達の年賀状今年の元朝八時十分に届く
日曜の賀状配達珍しと一月三日賀状を受け取る
教へ子より賀状をもらふ添へ書きに息災であれと励ましもらふ
全国に一二四万人の成人者女の孫もその中の一人
車のライト一瞬遠目にし警笛を鳴らし右折してゆく車に出会ふ
長机の真ん中を空け受験生を左右に坐らせ試験は進む
白菜を蒸かしたる後かつを節に醤油をたらし夕餉に出す妻
石塀に黒々残る焼け跡の火事の宅地は駐車場となる
全世界一億人がコロナウイルスに感染したり発生より一年

オリンピックホームラン外野席に飛び込みて観客の無き席を映せり

杉の木の熟したる雄花茶褐色になりて重さうにぶらさがりゐる
境内に立つ杉の木の枝にびつしり雄花の房は下がりてゐたり
鴨数羽池の端から泳ぎ出で小さき波紋をみなもに作る
耕せばセキレイ二羽と鴉二羽トラクターの後に虫獲る
農機具を入れて保管する庭のハウス風にあふられ倒壊を危惧す
十年前大地震の再現かぐらぐら揺れる二月十三日深夜

蝋燭の火を移したる線香の三本は今朝も混じりてかをる
カーテンを閉ぢてテレビの音量をすこし弱めてまた夜になる

「Ｂチームだけど一イニング投げたよ」一行メール日暮れに届く

ふらふらとしながらやつと立ちてゐる今朝の茶柱ひと息に飲む

冷房の部屋より廊下に出づる時むつとする暑さ充満してをり

地に臥して枯れたるやうに見ゆる菜の三月に入り葉をもたげくる

盆の上の入賞メダルを受け取りて自ら胸に飾る選手ら
バント処理にピッチャー滑り仰向けに転倒したりしばし動けず
腕を振る、解説者の批評にはたびたび出できぬ投手の動作に

「やることがないから土手を歩いてる」冬の中川添へたるメール

四人にて暮しゐし日の在りしこと三部屋の壁のエアコン三つ
真つ先にエアコン入れたる六畳間四人並びて眠りし和室
冷気のみ吐き出す窓用エアコンは三十数年今年もうごく

ピーマンも玉葱もパスタもベーコンも等しくトマトソースに塗る

しつこくもわれの身体について来て部屋にまで入り吾をさす蚊は

テレビ小説「おかえりモネ」の影響か気象予報士の志願者増えたり

優勝の高校野球の監督は準優勝の選手らを称ふ
ルピナス・一万本の看板が宣伝となる花木センター
おろ抜けば根つこの先の先端に水滴の如く小さき蕪育つ
ひとたびは廃止と決まるダムなりし政権変はり継続となる
圏内の駐屯地より飛び来るか自衛隊の深夜の飛行
軍部が政権を取る愚行さは第二次大戦の日・独・伊の破滅
屋根上にミミズをくはへ雛たちに食はせんとするムクドリの親
三十リットルの袋いつぱいにならんとすムクドリが集めし戸
袋のワラ
明り取りの小さき窓より入り来る朝の光に目を覚ましけり
杉並木街道に入れば薄暗し両側の幹枝葉重なりて
一位の木に新芽は萌えて木の樹勢太りたるがにどつしりと見ゆ
コロナ菌の地球上からの壊滅は三年かかると学者の云へり
離れて住む長男より受く日本酒を妻と乾杯六月父の日
土曜日も午前は授業午後部活教師稼業の現役の頃
カタバミの黄の花終りアカバナの薄紅の花咲く六月
仰向けにころつと落ちたり下の葉に天道虫を捉へんとすれば
馬鈴薯の葉をすけすけに食ひつくす何十匹もたかる天道虫は
かよひちやう
「通帳」を手にぶらさげて近所なる店に買物をしたる少年時

就職が決まりし年の二十代ネクタイの結びひねもす練習す
カボチャの皮固くて切るを八苦する妻を横目にはらはらと見つ
九月に入り雨六日間降り続く雨水しみて畑土どろどろ
ガッチャーンと衝突音がつんざきぬ吾が家近く落ちたる雷

こ ばやしよし え

灰色の塩辛トンボいういうと畑の我の周りをまはる
地に落ちて五日を経て色づけるトマトを食めば甘くうましも
県警の女性警官十パーセントなり治安部署に女性の進出
取組み終へ控への部屋に戻るとき笑顔を見せる勝者の力士
荷車に肥桶のせて糞尿を集めに来たる戦後の農家

モクカウバラに朝顔の蔓からみつき花を咲かせてバラを覆ひたり

口中にカンジダができるといふ話聞きつつ思ふマスクのリスク
此処からが常磐線かと問ふ子ゐて昼の電車は綾瀬を過ぎつ
「了解」だけの返信メール来てあとひとことを告げずに終る
音ひくくラジオをけふはつけておく一人暮しを気にせぬやうに
三つほど洗へば済みぬ夕食の後片付けといはるる作業
椅子の背を倒してみれば七階のうへに光りてゐる避雷針
ＡＴＭの順待つ人の五人ほどならぶ郵便局入口の外
食材と共にレジ袋に詰められて歩くたび振れる白百合の先
正常値を少し超えたる血液の数値は二ヶ所いつものところ
カーテンを開きて空をみてをれば静かにアラームの鳴る六時半
自らの為に作らぬナポリタン器ごと並ぶコンビニの棚
頬にまでケチャップつけてナポリタン食べてゐたよねとほき
日のきみ

ふたりの子とその父の居し夏の日々エアコン三つフル稼働せり

ベランダはわが家の庭サンダルを履きて時には夜空を仰ぐ

いへ

ベランダは日の差すところ我がものにあらねど立入り自由なところ

墓参りに行くと娘よりメール来て三日後までの手順をつくる

小 林 芳枝 東京都
音に関はるトラブルありてマンションのベランダに風鈴を吊
る人をらず

おほかたの葉を剪られたるマンションの庭木はこの秋また低くなる

窓の内に下げる風鈴ゆふぐれに独り笑ひをするやうに鳴る

此処はおまへのベッドだつたね妹に言ひつつ坐る長男が来て
子も孫も満腹にして帰すこと出来ただらうか食器を洗ふ
来週の予定の一つなくなりてひととき力の抜けゆく心地
窓閉めてエアコン点けて夏の日を籠るコロナ禍に関はりのなく
濯ぎものだらりと垂れて昼過ぎの空はいちめん明るく濁る
中学生になりたる少女等の会話早口にして聞き分けられず
「それ納得」の短縮語とぞ少女等の使ふ「それな」の不思議な調子

使用済み切手切り取り溜めておくめつたに会はぬ妹のため
漢字検定問題集を解きてをり会へば挑戦してくる孫と
ステージをレベルを示す数字「５」は差し迫りたる命の危険
部屋のうち少し冷やしてとほりゆく風あり朝のほんの一時
玉葱とピーマン薄く切りてをり明日の予定の先取りひとつ
会食のさなかケーキのあらはれてわが生日を孫たちが言ふ
幸運につながるといふ数字「七」ふたつ重なる七十七歳
小刻みな的にしあれど差し当たり八十歳現役といふを目当てに
体力を欲りつつ過ぎてきたりしが体柔らかいねとこのごろ言はる

体力の目安と母の続けゐし布団の上げ下ろし朝にゆふべに
何年になりましたかと問はれをり十三年と応ふ一人の暮し
息子との同居を伸ばしきて二年古き家が快適と言ふ人のあり
夕食のまへのひとくち喉元を冷たくとほりゆく赤ワイン
何処にでも坐れる部屋におのづから定位置のありテレビに向かふ

乗換へのために降りたる地下の駅いつもながらの早足となる
あと五分などと言ひつつアラームを止めてだらんと俯せのまま
何かノートに書き込んでゐる女性ゐて昼の快速電車快調

４キロは歩く範疇よと云ふ友に倣ひて進むバス通りの傍
白内障両目にかかへ障りなく目薬のみに過ごし来たりぬ
新聞を裸眼読みせる日々にして突如右目のにごりに気付く
目薬の抑への域は遂に超し白内障手術の専門医へ移る
バランスを考へ両眼手術をと言はれる儘にその日は決めつ
左眼は遠近両用自己流の働きなすをレンズに変へるや
今現在役立つ左目生かさねばふつふつ出づる両親の恩
「両眼せよ」医師の意見に従はぬ罰はいつくる不安は先へ
左目のそのまま生かす決心を支へくれたる家族と友人
七日後の診察済みて見上げたる空は春色この目に染まる
さやさやと緑葉鳴らし倒れたる山茶花の鉢の幾年過ぎき
隙間なく鉢に詰まれる山茶花の根を庇ひつつ植ゑ替へ始む
成長の止まらぬ宿命山茶花の木の根は鉢中ぐるぐる巻きに
土あらば密なる鉢にも堂々と根を張り生きる花木のあり様
鉢中に強き根を張る山茶花の花を愛で来し彼の日彼の人
ひと鉢に耐へて生き抜く山茶花と今コロナ禍の自粛を重ぬ
今年初 度なる夏日とぞ四月半ばに日差し避け行く
緊急事態宣言またもや延長のさなか親類の老衰の訃報
間仕切りをパーテーションなど日本語を葬るごとくコロナ居座る

25

鶯やヒバリの鳴き声を聞きながら自粛の日々よと水戸の友より
コロナ禍の続けど今年も白き花みどり葉ひろげカラー咲き次ぐ
「気象史上最も早く」の声色高し開花・夏日に四国の梅雨入り
度の日差しの五月に洋々と金糸梅盛る聖路加看護大学前
ワクチンを済ませ夏日の空仰ぎ聖ルカ通りをゆるり歩み来

28
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部屋のうちに深く入りくる日のひかりひととき床を照らして翳る

上空を雲のゆくときひんやりと這入りくるものかたちなきもの
エスカレーター譲ればかるく会釈して降りゆく人のうしろに続く

さくら い かず え

櫻 井一江 東京都
奏楽堂の舞台の夫を励ましに来て下さりし近藤さん堀さん
久々に晴海大橋渡らむと高低差衆知の遊歩道をてくてく
ゆくゆくは高速道路の準備らし料金所ぽつりと機能する無く
水面より二十四メートル余の高さとぞ晴海運河の真上に立ちぬ
車道には車びゆんびゆん走り行き歩道に自転車喘ぎ上がり来
自転車も人も休めるスペースとり石の丸椅子六個が並ぶ
自転車の立ち漕ぎし来たる親子らは冷たく光る石椅子に坐す
水鳥の姿は見えず水満ちて晴海運河に秋日弾ける
開通は夫の逝く前の年なれど並びて歩むことの無かりき
明治より百有余年の事象とぞ一日早まる今年の節分
例年の一日早き立春を迎へ翌日はやも春一番
河津桜満開の情報得たる友ためらひつつも誘ひの声なり
バス一本乗りて行き着く木場公園その先進みて桜を見つく
川沿ひにピンクの帯なす河津桜人出まばらにゆるりと花見
咲き始め固い蕾に満開と列なす樹々に花の咲き分け
スカイツリー遠くに見えて河津桜の並木の花を纏ふが如し
メジロきて花の蜜吸ひ軽々と遊びてゐたる満開河津桜
村に入り安堵し歩む一本道の先には高き柿の木と祖母

郵便局の重要な知らせとポストに有るは五輪期間中の業務の影響

警察より要請のあり町会の夜回り実施は五輪に順じて
信じるか否か別にし顔上げずただ棒読みの「安全・安心」
コロナ禍の五輪延長一年と決めし人らの姿は見えず
玄関に十号ほどの虎の絵を飾りし友は得々かたりき
寅年の夫婦なるゆゑ虎の絵を新居に飾るを友は望みき
虎の笑む絵を描き呉れと頼み込み続けし友の許に虎の絵
絵の中の二匹のうちの私似の虎はこれよと友のユーモア
笑む虎と解らぬながら絵を見やり二匹の虎に心和みつ
カーパスの満開なるを見に来よと友の誘ひに訪問幾度
袴付け長き髪束ね凛と立ち舞ひくれし友の雅の姿
八日生まれの「八」を好みし友の逝く奇しくも悲し六月八日
望月の影に寄り添ふこともなく街灯照らす道に慣れ来し
猛暑日の日なかの汗を拭ひ去る大川端の夜風の恵み
選手村入口道路に幕舎建ち車一台一台入念チェック
就活完・大学院合格孫たちの報告受け居る自粛のさなか
会へずとも話しておきたい祖母われの我慢の日々の戦中時代
コロナ禍に「野戦病院」「総力戦」不気味に踊る戦争用語
卵割る小き音にも喜びのかけらが光る調理台の上
脇下に体温計る電子音かすかに鳴りて検温知らす
救急車おと響かせ通り行く受け入れ先へ驀進すらむか
賑はひし時も人らも懐かしみつつ秒針刻む音にひたりぬ
コロナ禍の友との親好電話にて常に言ひ合ふ今度会ふ時
五輪過ぎ選手村跡のビル群に夕日照る棟照らぬ棟
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み

ほ こ

交通規制解けて晴海埠頭の展望台に久々に立つ海風受けて

さくら い

桜 井美保子 神奈川県
ふつくらと卵を焼きて腹ごしらへ締切りまへの選歌にかかる
コロナゆゑ家に入らぬと係員屋外電気の設備見るのみ
コンビニの新発売の洋菓子を一つだけ買ひ夫と試食す
おしろいはスポンジに塗るがよろしかろ薄くむらなく素顔を隠す
笑ひ飛ばすといふ技われにそなはりてウィズコロナの時代を生きる
モノクロの画面に惹かるる夜更けなり「十三人の刺客」集団の殺陣

見つからぬ巻き簾のかはりに筆巻きを使つてみたらと夫さしだす

リュック膝に車窓にひろがる海を見る心の中をからつぽにして
踊り子号の通過を待てる根府川の駅のホームに朝日さんさん
巻き寿司を作らず過ぎていつのまに巻き簾消えたるわが台所

スーパーに巻き簾探せば見慣れたる調理用具の棚にありたり
海苔に酢飯広げ具を置きいざ巻かむそれから先は手が覚えをり
太巻きの一本ふたりでやつと食ぶあとの二本は明日の朝晩
ニット帽の人が乗り込むエレベーターけさの寒さをひとこと
ふたこと
残りたる白葡萄酒を味付けに試してみたり豆のスープの
細き蔓くるりんと付く豆の花買ひたくなりて一本選ぶ
片膝に違和感ありて歩道橋の上り下りに調子確かむ
桜見つつ登りゆく坂ながくしていつもの春よりゆつくりペース
手の甲に痣のやうなるものいでて四、五日のちは跡形もなし

チューブ入りの青紫蘇しばらく休ませて本物つかふ梅雨の食卓
針のごとき細さに大葉刻みくれし子を思ひ出すわが刻みつつ
青紫蘇の葉の香り立つ台所うつうつしがちの心切り替ふ
原文を細かく区切り読みあぐる講師のあとに声そろへ読む
謙譲語尊敬語ひしめく文体の古き言葉の海にただよふ
巻名を順に唱へて文字に書き老年吾の脳働かす
自由行動できる数日われにあり北鎌倉まで行くことにする
美容室に雑誌ひらけば明月院ブルーと呼ばれる紫陽花のこと
混み合ふかと案じゐたれど空いてをり平日のみの開門にして
境内の流れに架かる木の橋にのぼり見下ろす花と緑を
「花の終る前に来られてよかつたね」参道ゆけば親子の声す
明月院ブルーといふはこの色と目にも心にも覚えておかむ
苔むせる時頼公の墓どころ遥かな時代の風を伝へて
参道の紫陽花に沿ひて立つ桜いま青葉なり花見にも来よ
丸ビルで買つた傘ねとひとりごと誰かと話すやうなわが声
バス停の近くの繁みに露草の藍が光れり驟雨のあとに
子育ての頃には思ひつかざりしジャガ芋のガレットフライパ
ンに焼く
サンキライよりは山帰来の方が好き表記を選ぶも自らにして
山帰来曲がれる枝と青き実は疲れ気味なるまなこに涼し
帰りがけ買ひたるシウマイ一箱に食事の準備少し助かる
特別な夏をあなたにと言ふごとく柱サボテンに蕾が五つ
一夜だけの花といふ不思議黄の花と差向ひなり夜更けの机
眠るまへ大待宵草の黄の花を薄明りする玄関に置く

信号のボタンを押さず待ちをれば若き人につこり押してくれたり

花壇ごとに色の違へるチューリップとりわけ黄色の花に惹かるる

腕時計せずにピンクの置き時計何をするにもわがそばに置く
マンションの庭園整備する人ら声かけあひて土運びをり
忘れものとりにゆきたる夫待つ公園の新しき花壇に寄りて
メール二通見落してしまふことありぬ四日遅れて返信を書く
チューリップ十二万本あるといふ横浜公園にその花たのしむ
ようこそと迎へくるるか彼我庭園入口に赤き牡丹の大輪
三段の石組みに水走りゆき池に落つる音ここちよく聞く
池に沿ふ小道をゆけば牡丹咲くところに若きら写真撮り合ふ
小さき石敷かるる水路に木の葉載せて水がゆるりと流れてきたり

木々の若葉そよげる下にマスクして太極拳に励む人たち
移動車の店に珈琲ふたつ頼み横浜の海を目の前に飲む
公孫樹若葉輝く道に擦れ違ふ見たことのない色んな犬と
金沢文庫本日休館と書かれあり此処から寺への道が分からず
配達の人に尋ぬれば建物の向う側が寺庭なりと
金沢文庫脇の通路をたどりゆけば寺に繋がるトンネルのあり
トンネルを出でて目に入る称名寺庭園の緑に心落ち着く
老木の欅の幹は艶もちて四方に若葉の枝広げ立つ
池の辺の公孫樹大樹の幹周り若葉の小枝がびつしり覆ふ
庭園の橋いま渡るは我らのみ転ばずゆかむ平橋反橋
阿字ヶ池の水辺に思ひがけなくも色鮮やかに黄菖蒲の花
帰りの移動シーサイドラインに変更し仁王門より駅まで歩く
無選別大葉ひと袋買ひ来れば大小混じり反り返るのもあり

愛知県

よべ咲きて今宵もひとつ咲きひらく居心地よきか大待宵草
卵焼き納豆並ぶ卓のうヘ大待宵草半ば閉ぢをり
部屋の中ばかりぢやいけない外の空気吸ひに六階の廊下を歩く
三日月のかかれる日暮れ公園に子ら駆け回りブランコを漕ぐ
に走水の舞のあり かさぎ画廊のサイト覗けば
YouTube
頼まれたる林檎を忘れ引き返す帰りの道の半ばまで来て
一日おきりんごのコンポート作る秋自動調理の釜の力に
角ゴシック丸ゴシックの文字による字幕見てをり政見放送

さわ き よう こ

腰かけて連れ合ひ長く電話せりガールフレンドのいづれからしく

澤木洋子

こんなにも喜びくるるか十日ぶりわが声を聞く君が嬉しうれしと

ふる里の竹藪一気に駆け抜けき光秀果てし伝説ひとつ
思ひ出の忘れ得ぬ本二冊ありガリバー旅行記と愛の学校
アルパカの毛糸味をこはさぬやう作り目始むセーターへの一歩
取り替へのガス台機能多くしてまたひとつふゆぷうぷう音の
赤かぶの短冊切りの甘酢漬け食卓の一所しめて華やぐ
大股に院内横切る先生の吾に気付かず帽子マスクの
飛び切りの甘き声音にねぎらひぬ無事到着初尉鶲
あはふうと体内毒素漏らしつつ男ふたりの支度を急ぐ
青春を共に語りき今年またふたり欠けたる名簿の届く
木もれ日の氏神参道歩みゆく三人三様願ひ秘めつつ
ゆつくりと仲良くゆかう浴槽になづる右腹鈍痛つづく
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前ボタン二つ記念に外したりバーバリーコート処分と決めて
ノルウェーの空港ピアノの背景に瞬時映りぬローマ字寿司店
万葉集百選を待つぽつぽつと指のアマゾン頼み楽々
コロナ禍を浄める如し夕されば大山蓮華のふくいく香る
幟は旒と数ふらし雨の降る無聊慰むクイズ番組
今出川より百万遍青春のわが足跡のはるけくなりぬ
あの時の痛みがさうか肋骨の折れし映像目の当たりする
たつぷりの酒を注ぎて点火する琵琶湖小鮎よおいしくなあれ
鯵フライからりと揚がり忘れゐし食欲むつくり目覚むる兆し
掛け時計時報メロディーゆるゆると電池交換して欲しさうに
食欲の失せたる今も恋しかり梅雨明け夕餉の鱧の焼物
三冊の手持ち辞書には見当らず「人流」言葉の侵食不快
夕刊の三時に届く街に住みワクチン予約未だ叶はず
八割の高齢者接種済むといふ残りのわれらの浮遊いつまで
花大根ばん茉莉より紫陽花へ狭庭彩る藍色バトン
来月の通院日赤く囲みたりコロナ鎭もり涼風吹けよ
寝返りのたびに右肩痛みあり二度目ワクチン浸透するや
さん付けて呼び合ひ来れど人なかに声かくる時憚る少し
腰掛けてガールフレンドと長電話家居のつづく君のオアシス
朝あさに片手に山のブルーベリー摘みて嬉しやひと粒口へ
初物の小芋つやよく煮上がりて夕餉の卓に声あぐが居り
コロナ菌罹患者数を日日記すこれも夫の不可思議ひとつ
さん付けにわが名呼ぶ時回り見て町会長のびつくり顔よ
運動会公園掃除も中止なり町内当番残り半年

叶ふなら酒酌み交はしたきものよ「築地明石町」あの人と
黒羽織わすれな草の召し物に伽羅の仄かな香り偲ばる
四十四年ゆくへ不明の清方の「築地明石町」発見と知る
清方の収蔵家なりしかの人の賀状途絶えて五年の過ぎぬ
生前に「築地明石町」に巡り逢ふことなき無念想ひてみるも
国民の鼓舞を図りし戰爭画賀状に写し送りくれにき
清方の数多を飾る美術館訪ひたることを告げしが最後

目の合ひて微笑みかける人が居る剥がれかけたる選挙ポスター

取り立てて想ふ事なくシューズ履き鴉に教はる燃えるゴミの日
電線にいつもの鴉が一羽居て首を傾げて吾を見送る
地に居れば休むことなく餌を漁る習性として忙しきものよ

強風の唸る小道を突き進むドラマもどきのヒーローとなり
旅客機の姿消えたる大空のこの紺碧の清き淋しさ
キジバトのくぐもる声に見上ぐれば東風胸にうけ朝日を受けて
さう言へば歌を始めて十八年老後の余りがまだ少しある
キャンバスに向ふ熱意の萎えゆけり雉鳩一羽気だるげに鳴く
創作の意欲を奪ふウイルスの蔓延したるか心震へず
アスファルトの浅き凹みに躓きて不覚なれども笑ひて仕舞ふ
人前に出る事のなき日々なれば二ケ月置きの千と百円
五人用椅子を三人掛けとして透明カーテンに仕切られて待つ
無駄口を聴かず話さず十分間ハサミの音と微か靴音
知合ひに逢ふことのなく戻り来る花散りしきる生温き午後
子供等の下校時間を見計らひポストに落とす朝の写真を
頻りなし頂上目指し登り来る車バイクを木の芽風なづ

長らくをパリに住まひて変はりしと姉を恋しむ友淋しげに
藤井くんの所作のうるはし対戦者よりゆつくりと顔あぐいつも
スカートのボタン二センチ緩ませて明日検診の支度ととのふ

しま だ まさゆき

嶋田正之 埼玉県
発売の当初惚れたる男性用白磁角瓶入りの乳液
角瓶の白地に金の石畳模様と香りに魅せられ今も
タクティクスの香に重なりてスタジオに充実したる四十の頃
あの人とあの人達と他愛なく呑み喰ひしたる貴重なる日よ
ハロウィンの菓子を受け取り小躍りの児等を照らして今宵満月
握手する事すら罪と思ふまで意識の変り令和三年
湖渡り吹き上げきたる強風に炎の如く紅葉舞ひ散る
うすけはひ
中天の陽光を受け薄 粧 眩しき富士にかかる笠雲
杉檜大樹に暗き参道の浅間神社に向かふ砂利音
大公孫樹の降りくる黄葉を顔にうけ両手を翳す帯解きの稚児
三日月は富士中腹に沈みゆき煌きをます満天の星
溶岩の露天に仰ぐ瞬きはレジリエンス号を抱く船かも
玄関に常備のマスクを掛けて受く信州やまのうち蜜入り林檎
公園の隅に一本散り残るいろは紅葉にダンゴッチョイが
北風に葉を剥がされて逆光に和毛光らす白蓮の意地
散り落ちて風にころがる葉を拾ひ隣の家の領分に入る
何時もなら九人集ふ大晦日量を減らして打つ二八蕎麦
晴天に恵まれ過ごす三が日想ひを馳せる北陸の人

見晴るかす限り雲無き大空に下界の憂さを暫し忘れて
眼の中に小虫の命は終りたりただ行きずりの運命にして
植ゑ替への上手くゆきたる応へなり月下美人の艶葉勢ふ
満月の夜ひそやかに開くらし香しきそを瞼に描く
「序の舞」のドラマ造りし俳優のそのひとり逝く田村正和
正月の特番としてただ一度放送されしドラマ「序の舞」
精巧な模写に怒りし子息かも再放送を断固許さず
スタッフのキャストの多く今は亡く僅かに残る証人吾は
スタジオの現場最後の仕事にてわが人生の華やぎの頃
諦めて居たる VHS
手に入り DVD
に残す「序の舞」
二回目のワクチン接種後まつ先に福富太郎コレクション展
収蔵の経緯を語る注釈に鏑木清方と語りし記録
影のある女性を描く作品に傾注したる収集の目
透明な水を見つめて清らかな心に成るとはもつともらしく
なはばりを競ひ鳴きあふ鳥たちと思へば哀しその必死さよ
ゆつたりと生きて行かむと願へども大河の如く等とは行かず
しとしとと形容したる懐しさの無きまま梅雨明けいきなり酷暑
馬の背を分ける驟雨を何時からかゲリラ雷雨と聞き慣らされて
間近ゆく吾を怖れず水浴せる鳩の番の一心不乱
多少なり断捨離為せども創作の筆止まらざる性の哀しも
人の目に触るること無き作品と覚悟の上に筆重ね居り
品格と力量ともに優れたる力士の姿何時か見たしも
柔道の綺麗な技を貫きて武道の館に九分半の
定年を少し早めて戻りくる息子夫婦の新居着工
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二所帯の母屋に入らぬ選択の息子夫婦の提案を享く
炎天に汗滴らす職人の背に送風機仕込む作業着
乞はれたる相手の願ひを断れぬ優しさ故か孫の決断
忍城に深き関はり在りと云ふ祖母の口伝の確かな記憶
日向城の城主に在りし嶋田氏と如何なる関係有りや探らず
十センチ程はあらうか白き羽広げ葉うへに蛾は静まりぬ
東京に住む娘の庭に三日ほど蛾の留まりてその後見えずと
蝉よりも短命なりと知ればこそ更に愛しもこの白き蛾よ
稲穂やや垂れはじめたる故郷の墓に花あぐ母の命日

角砂糖一個の甘味が欲しかりきけふの珈琲苦味気になる
吾が父の死に様の推移を三尺の和紙に認め呉れし陸軍大尉
最後の二行小さき文字の楷書にて読解を依頼す書家の歌人に
「営」の正字読み解かれをり駐屯地の慰霊祭ゆゑの〝集中營〟と知る

ページにする亡き友のメールの七年分屡々の嘆きに来し方浮かぶ

父方の実家の未亡人と解りゐて十年ぶりに言葉を交はす
一年に数度の会話も挨拶のみ表情乏しき面輪なりけり
ヘルパーに訊ねて解る未亡人居宅介護解かれ老人施設に行く
自らの命絶つがに突然死子息より届く薄墨の葉書に
正岡子規、古泉千樫の旧居跡案内呉れし友は喜寿前に逝く
獺祭書屋訊ねし時に糸瓜の水一升瓶に溜まりてゐたり
突然にメールもウェブも繋がらず元量販店の店員に頼る
基本ソフトを真つ新のハードに組み込みて機能の少なく直ち
に起動す
十年前のパソコンソフトも疾うに無くホームページ作成の機
能は残す
大本営発表のごと首都圏のコロナの増えて疎開もあらむか

姪が命を四十一歳にて宿したり来年四月は遠くもあるかな
幼き日のコジュケイの啼き音の鋭きを内耳の奥に蔵ひ置きしに
徴発され沈められし船の海没点克明に記録せし日本郵船博物館
三島由紀夫の思考の断たれし五十年形無き大義は元々非ず
窓開けて光明寺の鐘の音聞かむしんとしてゐて自粛なるかな
車椅子に日ごと妻乗せゆるり行く翁がけふは救急車に運ばる
血圧の上下の値が一〇〇を切る血流の鈍きを喜ぶべしや

季節感溢るる嘱目意識すれども猛暑から忽ち晩秋となる

願はくば吾がブログ記事一〇年間保存したきに memory
を探る
吾の記憶の最初の頁に鮮らけく〝闇市〟の喧騒が刻まれてゐる
組紐の組台に垂るる紐のごと羽団扇楓の花は下向く
ホームページに元々縦組み有らずして今頃悔やむ歌集に不向き
檜葉の木の勢ひ止まらず車庫の屋根挟みて繁る下部は幹のみ
弔慰金コロナワクチン確定申告市役所を訪ふ梅雨の来ぬうち
光ケーブルのモデムとルーターの接続をきちつと嵌め直し

せきぐちまさみち

米寿の席に祖父に頼みし俳句三句行書の〝過去〟をやうやく読み解く

関口正道 神奈川県
故
蝉時雨今年は聴かず耳鳴りと区別付きかね人には言はず
友人へのメールの返信一年ぶり届きて妻の認知症を告ぐ
稲田への水路は閉ざされ金目川流れ豊けく釣り人のゐる
還暦に山寺を上り仙山線眺めしことの追憶度度

ウェブの戻り来

スマホにて迷路のごときＱＲコード取り込む暮し付いてはゆけず

たかはしせつ こ

十八首の昭和前半の御製読む四首の〝いのる〟を肯ひてゐる

祭の日に田螺の煮しめ食ひたるを憶ひ出してゐる稲架を見ながら

自らも馬主でありし寺山修司昭和のサラブレッド賛歌を読みき

廻り地蔵の凾なかに小袋あまた吊られ掻き分ければ小き仏の貌出づ

金目川の水位の上がるニュースありその後に常の留守電を解く
喜友名諒の演武の一瞬切り取れば怒髪天衝く婆沙羅像が浮かぶ
広東省の路傍の花を麦わら草と教へ呉れし歌友は稲作を終ふ

八十八歳の叔母が定期的に電話呉る弁護士の孫が子を成したると

口癖に「私たちには時間が無い」と言ひつつ手帳の余白埋めゆく

髙橋説子 栃木県
地に届くほどに実をつけ傾ける蜜柑に施す太き突つ支ひ棒
野鳥にと実は残されて柿の木は手の届くほどにこぢんまりとす
群生の黄花コスモスは悉く引き抜かれ元の畑に戻る
あした
秋明菊咲き継ぐ朝汲みおきの如雨露の水はまだ氷らない
窓越しの月みて気付く丈高き薄の穂先に光ゆらぐを
夜を徹し働きたるか泥まみれの小型重機はトラックの荷台に
小煩き宣伝物は封切らず「受取拒否」と朱書きし戻す

上句下句意味の繋がらぬ歌そぞろ寺山修司が微笑みてゐる
結核になるためだけに父の征きし江西省は砂漠か沼地か
〝密〟の源に大衆酒場が槍玉に挙げられ下戸の吾とて疑ふ
胡瓜一本吊るし河童を待つといふ翁は煙草吸ひ川辺に微笑む
戦争などできる国で無かつたと〝七つの無〟に約す吾が探索考
人流を遮断するのが効果的と言へど首都圏の過密に触れず
公民館にて二度目のワクチン終りたりその後の十分に皆大時
計を見つ

時を惜しむ思ひのすこぶる弱くなる稲田への水路閉ぢられゐても

回転寿しに昼の四時間を過ごし得る友は貴重なりまづこの二人
柚子の浮く湯に浸かりゐて安堵する嗅覚正常感染なしと
隣りから洩れ来る曲はビートルズ同世代らしき運転手笑む
サンタクロースに成りきりて書くをさなの名「サンタさんへ」
の手紙の返事に
二年生でこんな漢字をと驚きぬ強弱聞鳴共になぞりて
採血のたびに二、三度腕を替へ人をも替ふる夫の血管
ひよ
不安定な姿勢に鵯は枝に乗り最後の蜜柑をひたすら突く

整地続きその道通らず吾が眼には煩く眼に沁むる凌霄花を見ず

金木犀のかをり届きてその横の譲り葉を仰ぐ椋鳥過りて
吾の若き一部を占めたる神田神保町のシンボルならむ三省堂の閉店

コンビニへ向かふ裏通りの旧家の蔵つひに壊され駐車場となる

鯨肉を頻繁に食ひし給食を思ひ出してをり他の惣菜の浮かばず
君が代は古き和歌にてメロディーも単純にしてオリンピック
に似合はず
用済みのＶＨＦアンテナは野鳥らの庭へのダイビングに丁度
よきらし

310
作者別年間全作品
311 作品年鑑

服買はず白髪染めせず紅も無し終ひに髭の生えてくるやも
左手にゴミ袋右はをさなの手ぐつと握りて若き父行く
もうこれは笑ふしかない九度目の入院準備に大バッグ出す
救急車を待つ間に遺言めくことを夫は言ひつつ息子を見つむ
厳かなる涅槃図の軸ひとつあり病院地下の霊安室に
光沢のある白布に覆はれたる無言の夫と帰る道長し
うら若き納棺師の手のつと止まり夫の胸の手術創見ゆ
傍らのをさながオロオロするやうな吾が大転倒庭のまん中
九十六の母に面会できぬまま夫は先に逝きてしまひぬ
好きなだけ食べてと供ふる羊羹一本縦齧りせし夫の浮かぶ
３Ｌの夫のフリースにすつぽりと指先までも籠りてひと日
使ひかけの夫の育毛トニックを振りかけてみる仄かなる香の
解きかけの夫のパズル誌残されて小二の孫が続きペン持つ
「部長ゐる？」と寄りたる人は玄関に大泣きしたり遺影みつけて

は は

歩き来て墓誌に夫の戒名の白じろ刻まれあるを見つけぬ
ただ一度わが生日に気付かずに四日後夫は逝つてしまひぬ
住職と会話しながら墓地ゆけば石屋の青年墓開けて待つ
「わあすごい」と男孫の覗く墓の下先祖の骨壷いくつかの見ゆ
新しく墓誌に一行刻まれて隣りは吾のスペースか広し
淋しくて夫が呼びたるその母かこの春二度目の葬式を出す
はは

火葬場の桜並木の今まさに散りゆくを義母の遺影に見せる

奥座敷に生花四基の据ゑられて姑の祭壇囲みて香る
花びらが付いてゐるよと孫の手が藤見て来たるわが髪に伸ぶ
野の花を手折りつつ行くわが墓所に庭の牡丹と共に供へぬ

這ひ登り塀越え外へ垂れ下がる初雪かづらに風情など無し
全身をぐるぐる巻きに乗つ取られツツジはかづらに変身したり
一字空けの一首の纏ふ空気ただ不安定なり歌捨てて閉づ
後ろ向きな考へでなく受け入れたる遺産相続を一つ一つ処理す
先に父を亡くしたる子は場所も知らぬ田畑の名義を祖母より継ぎぬ

ち

こ

庭の花を携へ出かくる早朝の散歩は墓所に先づ寄りてから
コンビニで気に入りアイス「白くまくん」を買ひて散歩の終
了となす
頂戴とリクエストあり庭のススキ鋏もち待つ十五夜前夜

たかまつ み

司法書士を待つ間に開く冬雷のネット歌会の画面賑やか
たぐひ
少しづつ会議の類復活し待たれる冬雷佐野支部例会
夜の更けに大音響で聴いてゐるニールセン「不滅」夫亡きあと
昭和の日となりたる結婚記念日は四十回目にして夫無し
晩年の夫挑みしパズル誌の賞品届くふた七日頃
音もなくすうと飛び立つ円盤のやうにも見えて資材吊られつ
粒々を日ごと太らせ紫陽花の株は足元に半夏生抱く
新盆をふたり一緒にできるやう姑は逝きたるか夫に続きて
墓下の骨壷の奥に泥まみれのしやれかうべ一つ土葬の名残り
コンビニの広き駐車場を小走りにゆく猫のゐて午前四時半
無観客に上演収録なされたる「熊川バレエ」のシネマに観入る
彩雲が見えたよと友の動画来ぬ散歩途中の横浜の空
月命日なればあぢさゐ抱へ行く墓地に人無し少し長居す
八月のぶ厚き雲の重なりの奥に稲妻欠片あるべし
そこここの庭にカラフルに現れてビニールプールは水湛へをり
学童より連れ帰りたる孫ふたり家に入らず庭に蟬追ふ
けふはもう家から出ぬと雨戸閉め部屋着にて観る名画「アバター」

この先をコロナと共生するための自粛と娯楽のバランスを思ふ
年々に増やし続けて十年後「あぢさゐ屋敷」と呼ばれてゐたい
ひとり居の網戸の滑り今一で誰のせゐにもできぬ苛立ち
見送りし四人の位牌を並べたり新盆のふたり真ん中にして
紫の花六つ付く茄子苗に六つ以上の実を期待する
一度には乗せたくはない孫三人後部座席にやむなく押し込む
二週間延長されたる夏休み送迎役われ肩凝り続く

唱歌かかれば声に指にと生き生きと教師の記憶が蘇りたる人
世を去らむと肩で息する枕辺を見守る人の背にそっと触る
風もなく雲ひとつなきひるの空外水道の凍りは解けず
まだ固く目立たぬ蕾をいっぱいに持てる桜は冬陽にはなやぐ

見えぬもの見ている嫗が会話するピコちゃんいい子可愛いい子ねと

右肩で二拍子とるよに歩く老といつものローソンで擦れ違う朝
新しき家が建ちたる向かいの庭に今朝一本の南天植えらる
いつしかに育てる楽しみが草木に代わりて楽し園芸コーナー
伝える快知りたる幼が舌足らずの言葉連ねてアウトプットす
オーロラをいつかは見たいと言うふたり北海道をハネムーンに決む

コロナ下で式も人寄せもしないと言うふたりの決意の婚姻届
頼りなき挿し木の紫陽花土捉え根を張り新芽のみどりを育む
寒き間を株に抱かれたるヒヤシンス花芽の伸びて白き花香る
三毳嶺の山際あかるみ陽が昇る早起きをして得した気分
一年を土に休みて今年の株を三つに増やせるカサブランカの球根
摘み残しのカキ菜の芯が胸ほどに伸びめぐり明るき黄の花咲かす

深く刈り今年の花をあきらめたる躑躅に花芽が数えるほど付く
寒中に植えたるビオラのふた鉢がプランターの中盛り上がり咲く

高松美智子 ☆ 栃木県
耐震不足と道路拡張計画に四代続きし外科医院壊さる
明治期の洋風建築影澤醫院の窓枠外され重機に噛まる
ひと月を簡易旅館の自炊で暮らし栃木の得意を回ると話す
老人施設が次つぎと建ち介護職のなり手不足続く業界事情
介護現場に身を置く我は怖くなしたとえ老親三人いても
歯科皮膚科耳鼻科とめぐり休日は粗末に扱いきたる身体いたわる

小判草と持ちくれたる鉢に実が付きて微かな風が黄金を揺らす
副反応の不安と期待それぞれにワクチン接種が施設に始まる
問診票に同意書を添えて郵送す接種の意向を家族にも問う

目の前をまずしっかりと言いし人四年目の菖蒲に初めて花芽つく

市長選市議選かさなる七日間あちらこちらに選挙カーの声
濃きみどり白き花苞がすっくと伸び株元に花芽ふたつ抱える

食べぬなら入院とも言う主治医に頼み三日間の点滴に付き添い通う

真夜近し東の空より半月が赤く大きく妖しく昇る
元気自慢と弱みを見せぬ母ゆえに体調不良も子には伝えず
食べられない目眩がすると訴える母の不調は十日を過ぎる
三日目の点滴にわずか食ひらき水餃子三つを美味しいと食む
食ひらき母の口より言葉かず増えきて気力は戻りてくるらし
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幾度も看護師たちがシミュレーション重ねて臨むワクチン接種日

思いがけざる喜びひとつ二年目の捨て植えの百合に十二の花芽
茎太くみどり勢うカサブランカに力みなぎる蕾つぎつぎ
ダンスパーティーと華やか優美な名を持てる挿し木の紫陽花
わが手に育つ
木犀もドウダンツツジも柘植の木も刈り込みたるのち腕組み眺む

田の畦に見上げるわれもゆったりと飛びいる鷺の俯瞰図のなか

据え置きし紫雨花の鉢を動かせば湿りたる土にムカデ、ダンゴムシ

こぼれ種に生えたる草を指に選り抜きて残して未来図浮かべる

四十年実家に現役の扇風機はナショナルブランドの質実剛健
アルミのフレームにアナログボタンの扇風機触れれば止むと
二歳児よろこぶ
創業者の企業理念の込められたナショナルブランドは昭和の憧れ
空手形の気迫の込もる演武より画面通して揺さぶらるるものあり

Ｅ難度くり出す童顔足首のサポーターの下の足指ふとぶと

こぼれ種を拾いて植えたるるこう草の勢う蔓に赤き花つぎつぎ
葉が茂り頭でっかちとなりたる鉢に金のなる木は据わりが悪い
終の棲家と施設に入居の人の荷に月下美人とシャコバサボテン
東京では開かず佐野で咲いたのと引越しの夜の月下美人

新潟県

年だから仕方がないよと我慢せる母の右膝にヒアルロン酸打つ

美千代

たちばな み ち よ

橘

芽吹く力信じて枝元刈り込みたる紫式部にちいさき緑

株分けのサボテンに今朝黄の花が咲いたとラインに写真を添える

相手なき形の演武に自分との向き合う心の真摯が伝わる
県境の移動制限が出さるる中も行列ラーメン店に他県ナンバー
肥大型心筋症と診断され猫は生涯の薬のみはじむ
猫七歳人間ならば四十五歳いつしか致死性心臓病やむ
心臓の薬を猫に飲ませるも夕食もろとも吐きてしまへり
スノーダンプ、シャベルにワイパー並べおく明日はいよいよ
雪くる夕べ

ロックせるに気づかずゲスト演者らが入室できぬ事態まぬがると

ノートパソコン猫にぱたんと閉ぢられて Zoom
学会場にもどれず
パソコンの画面をスクリーンショットに撮りメールしロック
されるを知らす

家の上に雷とどろき始めるに身を隠したき衝動おそふ
久しぶりに日差し明るき十月の午後に音たて霰降りくる
白昼のしじまをやぶる日照り雨かとおもひきや降りくる霰
やうやくに足場と覆ひ取り去られ窓の外に木々の紅葉あらはる
どの家も瓦屋根ひかるこの辺り瓦のまちに着きたると知る
塀の上を一列にゆく猫の親子これも瓦なりあちらに子鬼
役目終へ砕かれ瓦は山をなすさへぎるものなき瓦廃棄場

ふた株となりたる鉢のそれぞれに新葉のみどり柔らかく伸ぶ
西方にいま日は沈まむと鰯雲照らして華やぐひとときの空
「成長と分配」幾度も口にする新しき総理の所信表明演説

涼やかなさへづりひびく「ホーホケキョ」の鳴き方知らぬ今朝の鶯

言葉より多くを語る余白あり金メダリストのインタビューの誠実

ああこんな顔してゐるかパソコンのスリープ画面に泣くわれ映る

アップルパイ焼きてあまれる卵白にメレンゲつくる雪に籠もりて

伸び盛りの足が靴を替えるごとアンスリュームの鉢植え替えをする

いつも午後三時の郵便配達が午前中来るつごもり今日は
予報ずれて二日に来たる大雪はみるまに地上埋め尽くせり

寒波のさなか床暖房の故障してホットカーペット買ふ病む猫のため

手動にて卵白二個をメレンゲに泡立てられるパワーまだあり

へ

停車せる列車のありて小さき駅舎あかき大蛇に取りつかるやう

シロツメクサの茂る空地にとびこみて転げてみたしわが猫のごと

コロナ禍に輸入のネコ缶手に入らぬを欲しがり猫はわれを見て鳴く

緑の目わらふ口角ながき脚ロシアンブルーの血混じる猫かも
自身まだ打ちてをらねど高齢者へワクチン接種する当番きまる
直前まで好奇心にあふれ鞠のごとはづみゐたるか轢死せる子猫
真空中を光が五千万年にすすむ距離とは想像つかず
百億年千万光年単位なる宇宙には十年など些細にて
スーパーカミオカンデの純水光るとき宇宙のどこかに星の終焉
アメリカ産療養食の輸入絶ゆコロナ禍は自国の猫優先か

暖もとめ狭きホットカーペットの上に囚人のごとく犇めきあふも

落ち込むと免疫下がりウイルスにたちまち感染ユーモア忘れじ
吹雪く朝雪つむ道を自転車にかけゆく生徒かつてのわれも
学校へ自転車にて雪の道はしり滑り転びき車のまへに
床暖房やうやく直り寒波中敷きたるホットカーペットをしまふ
十年が経たむにいまだ余震くるか福島は震度六強なりと
コロナ禍と政情不安に追ひ打ちをかけて震災きたかとをののく

住む人の逝きて久しき向かひ家にハクビシンども集まり来るか

スーパームーンの月蝕見てゐる話し声ドア開けて進むひとび
との方へ
スーパームーンの下に出で来て久しぶりに隣人と話すコロナ
禍のなか
月蝕に顔は見えぬも影に向き影と語りあふ声ははづみて
新しきオートバイを試す少年は爆音たかく幾度もとほる
貸店舗の紙貼られ戸の荒れはててコロナ禍に終はる店ある通り
欅並ぶ通りの瀟洒なビストロもわが訪ふことの無きまま閉店
青インクふくめるガラスペンに引く線の躍れり白き紙の上
三十分以上ひとりにかかるのがネックにて個別接種増やせず
わが医院に予約すると集団接種より遅くなるとは申し訳なし
生垣のもとの雀の砂浴びは頭うづめて羽を震はす
十姉妹の水浴びと同じしぐさにて激しく砂を雀は飛ばす

避難なら猫を連れてとテーブルの下より抱き上げケージに入れぬ

乾びたる池におりればひび割るる土のあちこちにサクラ花びら

服薬のあとのおやつを楽しみに毎夜寄り来る猫のいぢらし
朝露といふコップに炭酸水そそぎひりひり飲むも冷たき泡を
中国の脅威をしきりに説かれても術なく野菜をきざむ庶民われ
痛みつつ怯えつつ想ふこの十年なくししことに直面するも
家建ちしよりあるレースのカーテンを惜しみクリーニング店
に持ちゆく
破れむとクリーニング店に断らる二十年経つレースのカーテン
二十年わが家の歪みにたまりたる汚れ落とすかカーテン洗ふ
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台風のちかづき荒れてうねる波サーファー等こぎゆくボード
に伏せて
炎天下日焼けせる若きライフガード身をのりだして海を見つめる

電線をうづめて鳥が集合せる窓の外を恐る映画のごとし
量るとき落ちたるフードを競り合ひぬ拾はむわれと食はむとする猫
コロナワクチン問診をせる足元の冷えきてサーキュレーターを移す

豊かなる音の輝きうしなはれゆくを惜しみしかベートーベンも
栗ごはん無性に食べたし栗をさがしまはるも今日はつひに見
つからず
隣家の柘植の生け垣が鉄柵とブロックにリフォームされて驚く
草はらに放置されたる箱のなか虫の音つつむわが家にゐるは
七月よりあまた咲きつぐ木槿いましづかに閉ぢぬ月光のもと
もらひ手のつかぬ白黒の保護猫にわが猫かさね足を留めたり
サイレンを鳴らし来るパトカーわれを抜き行くと思へばわれ
を追ひゐる

なかむらはる み

マスクかけ距離置く医院の窓辺にはポインセチアの鉢ひとつあり

中 村 晴美 茨城県
昼食後夏の疲れかソファーにて夕方までも寝る日の続く
秋草の覆ふトマトの枝先に萎れたる実の赤く垂れゐる
水を入れ炊飯器にて芋ふかす簡単レシピをネットに読みて
コロナといふ流行り病の収まらず冬に向かひて患者数増す
鉛色の空を突き刺す白き枝公孫樹畑の冬の景なり

蝋梅の枝切り手入れ追ひつかず抜くを決意す初老のわれは
境界を超えぬ様にと手入れせし植木の数の無意識に増え
感染の注意喚起を聴きながら衝立に挟まれ牛丼喰らふ
腕に傷背中は日焼け大木の姫コブシ伐り詰め目線の高さ
草抜きと植木の手入れに追はれゐる梅雨入りは気ばかり焦る
腕痛しと珍しく弱音の姑はコロナワクチン昨日接種す
アレルギーの体質故に子とわれはコロナワクチン接種見送る
ワクチンのネットに溢るる陰謀論あきれながらも動画を再生
長雨の続くなかにも晴れ間あり間髪入れずふとんを干せり
雨のおと聞きつつ過ごす昼下りハンガー掛けを玄関に付く
家のなか散らかる箇所を見つけては通販に求む整理グッズ
真新しき整理グッズに詰め込めば片付く気のす部屋の一角
スマホにて雲の動きをチェックして畑に繰り出すタイミング図る

平日の昼からソファーに横たはる大人二人の自粛は長く
劇場型詐欺メールのまた届く騙されし人のゐるか続くは
両耳に耳たぶの皺くつきりと動脈硬化の印と聞けり
スマホよりサイレン音に起こさるる隣の水戸市洪水の危機
大雨の音を断ち切りリビングのソファーに過ごす朝からひと日を

姑の栽培したるモロコシの大鍋に沈む夏の終はりに
珍しく眼科に行きたき姑に代はりスマホのネット問診
ワクチンの二回目接種の姑は隣の爺と長き立ち話
テレワークの夫と行ける飲食店平日なれど人の賑ふ
週二回テレワークの夫なり家に籠るも限界に見ゆ
肌寒き長期予報につひに決む夏野菜を引き抜く事を

週一回在宅勤務の夫と行く人影疎らな平日の酒蔵
家中の少し不便を解消す便利グッズをネットに求む
新婚時揃へし家電見つかりて迷ひなく捨てる銀婚の歳末
ファックスは年数回の利用なり液晶曇り限界の今
ファックスは個人情報流出なし安全ツールも時代遅れか
今年もまた注文書に手書きして種の注文ファックス流す
珍しき冬の朝霧歩き見る凍る畑と白く同化す
マスクせず散歩の朝の清々し会ふ人も無く土のみの道
種芋の馬鈴薯切りて干す窓辺ひかりの強く立春近し
ピーマンとナスの種を蒔き終へる立春明けの儀式のごとく
ジョウビタキ縄張り主張の動き見せ近寄り来れば可愛く思ふ
長き揺れ十年前に似てをりてスマホは鳴りぬ地震地震と
原発は無事であらうか真夜中の長き揺れののち唯一の気がかり
変異株コロナウイルス上陸す緊張感の更に増す春
軒天は白より黒へ塗り替へてスタイリッシュな外観となる
内も外も劣化と故障の連鎖なり築十八年出費の痛し
十年を経ても復興遠き道原発ありし街のその後
冬越しの絹さや苗を定植す春特有の強風の中に
暖かき陽気に伸びる絹さやに体重かけて支柱を立てつ
野の花の群生眺め休みつつ手作業つづけ畑の草抜く
下書きのメールが消ゆる事象あり打ち直しする謎解けぬまま
処理水と名の変りたる汚染水薄めて海へ流すが決まる
赤花の絹さや咲けるわが畑そろそろ出荷の書類の準備
草の伸びヒバリ囀る晴天の野道を歩むマスクはせずに

里芋の煮物が美味い歳となる子供時分は見るも嫌なりき
日本酒を熱燗にしたく買ひ求む夏日の先週忘るる涼しさ
軽症の喘息との診断あり季節の変はり目体力の弱る

はしもとふみ こ

橋本文子 鳥取県
二人用オープンカー借り休日に大山の秋を若者はめぐる
道々に現れてくる岩の山もみぢと緑木々高く立つ
リフトには乗り降り介助をするための信号ありて介助を受ける
弓ヶ浜日本海と米子市をはるかに見つつ心ひろがる
この冬はスキーの出来る雪よ降れ小学生らのよき思ひ出に
大いなる黄葉がきれいと誘ひ受け山路進む旧小学校へ
前夜まで枝にありし葉散りつくし幼児二人拾ひ続ける
県境を越えて帰郷のできぬ年孫達の健勝祈る初詣
雪かきが大好きなれどこの冬は止められてただ信州思ふ
雪残る道に出るなと娘から食べ物届く常にも増して
何かしら心配かける九十代自分は年齢気にせぬつもり
雪積り倒れたる枝えいやつと杖で起こせば雪落ちて上がる
雪おとしすればばさつと立ち上がる枝枝を見つつ「我も役立つ」
雪積る庭に降りたる雀二羽餌らしき物何かあるらし
雪止みて青空見えて尾長一羽南天の実をついばみて去る
秋蒔きてゆつくり育つ小松菜の雪の中にていたむ事なし
雪解けて今日はパンジー花を上げ日を受けてをり元気そのもの

節分の豆道端に転がりて散歩の犬が食べゆく立春
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大山の宿のつららの写真にてぎつしり板の様に並べり
夕焼けの空見上げつつ娘と二人水鳥公園へ向かふ幸せ
夕暮れの水鳥公園音もなく夕映えの湖鳥たち静か
水辺近く二人の若者地に伏して小鳥の撮影に近寄らず待つ
我が前に『脳活ドリル』の冊子おく娘の思ひ心して暮らす
遥かなる水平線と空と海道沿ひの松若木も育つ
青空とソメヰヨシノの満開に子どもらの明るき声がひびけり
山陰初の歴史的灯台の説明板読みつつ誰も声はなきまま
境水道早き流れに沿ふところ若者二人座り魚釣る
県境に近き島根の安来市にチューリップ祭りあり誘はれて行く
安来市役所南一面にチューリップ咲く色鮮やかに
青空と新緑の中陽を受けてチューリップ咲く輝き乍ら
細長く小型のスコップ借りて掘るチューリップどれも新種か
家族連れ多く畑中の細道に幼らキレイキレイと進む
日曜日音楽の泉楽しかりラジオがソナチネ特集放送
小学校の先生編曲の合唱曲思ひ出しては楽しむひととき
小学校の先生次々出征されその後の事を知る折もなく
人間の技と思へぬ妙技には思ひもかけず息止めて見る
国民学校六年生「なぎなた」授業ありし事珍しい事と若き人いふ

「なぎなた」で守れる戦でなかつたとかつての戦争教育思ふ
子息言ふ「家にゐてねと頼んでも畑が好きで野良に出てくる」
境港の松の木越しの日本海はるか東に名峰大山
大山に又この冬も雪積れ小学生らのスキーの授業
サルスベリ優しく咲きて波静か豊かな思ひ抱きて帰る

弱りくる視力を言はず買ひ替へし眼鏡いくつか緑内障病む
短命の家系にありて百二歳まで命すがしく生きし従姉妹は
夕食に「ご馳走さま」と言ひし後坐椅子に凭れ息絶えしとぞ
連鎖してゐるかのやうに公園樹の辛夷つぎつぎ花開きゆく
人の密を避けるすべなく眼科医の長椅子に肩を触れ合ひて待つ
院内は強制換気し窓を開け患者はマスクにコート着て受診す
朝昼晩不要不急の外出を戒めて市の広報車巡る
コロナ禍に自粛して過ぎし一年半妻の忌日に墓参が叶ふ
経を誦し墓前にをればケキョケキョと竹林を移る鶯のこゑ
日脚のびて暮色あかるき公園に辛夷どの樹も莟をほぐす
白梅の多にかがやく梅古木のこずゑを揺らしメジロが移る
断捨離とはしのごの言はず捨てること肯ひをれど決断にぶる
日に幾度ゆく先々にてアルコール散布なす手の皮膚やすからず
紅あせて夕雲しづもりゆく空に茜を保つひとつ雲あり
川を跨ぎ孤を描きゐる雨あとの夕虹のいろ鮮やかにして
雨去りて少し明るむ街の空いろ鮮明に夕べたつ虹
咲き盛るさくらの並木仰ぎつつ近体距離を意識して歩む
幹に触れ桜花を仰ぎゆき交へる人らさまざま並木路あゆむ
紫雲畑の解放されて近隣の子連れ家族がほがらに遊ぶ
げんげ咲く畑を解放せし地主けふは耕耘機にて土を耕す
金色の背鰭をゆらし池の淵をゆつたり巡る大鯉ひとつ
庭園の池の鯉らは人に馴れ覗けば水を騒立てて来る
蝶ふたつ来てゐるさまに山法師の葉みどりの上に咲きのこる花

雨に湿り土の乾かぬ路地くれば泰山木の大輪花かをる

みずたにけいいちろう

水谷慶一朗 大阪府
真つ向より陽射しをうけてやんはりと秋明菊のつぼみ綻ぶ
いつ来ても土の湿れる裏路地に舌ぺろぺろと蜥蜴が歩く
定年後も乞はれて勤め十五年いか程会社に貢献せしか
幼少より耳鼻目の罹患記憶なく終期高齢にて一気に患ふ
川の洲に射せる冬陽は速やかに翳りて葦の穂むらが白し
あらかたの葉を落したる桜の枝ことごとく冬の蒼空を差す
若僧が地下足袋を履き大銀杏の夥しき葉を掃き寄せてゐる
眼圧の下がりし効をよろこべる医師にこやかに吾の眼を診る
片足をゆつくり上げて立つスクワット躰の均衡ながく保てず
スピーカーに「雪やこんこ」をかけ流しストーブオイルの販売車来る

老松より三羽のカラス巣立ちゆき電線にゆられ愚かしく鳴く
親鴉に所在を知らす子鴉はカァーとは鳴けぬ声たててゐる
巣立ちきて三羽の鴉がおづおづと揺るる電線にからだ寄せ合ふ
子を護る親の鴉が電柱より道ゆく人に威嚇のこゑかく
もどりきて水ぬるむまでこの川の葦洲に鴨のひと群れが棲む
もどりきて春の季までこの川のほとりに水鳥繁殖して棲む
北国へ発ちゆく朝はそれぞれの群れ活発に水鳥游ぐ
水暗くなりつつ流れゆく川の葦洲をめぐる水鳥のこゑ
少しづつ日脚のびたる実感にゆふべ茜の雲を見て佇つ
減塩につとむる吾れが賜りし無塩クルミを味気無く喰ふ
六十年のわが人脈を手繰り寄せ孫就職の道筋つける

利き腕とは異なる腕の袖をまくりコロナワクチンの接種うけたり

健康に日焼けをしたる脹脛をならべて女高生はペダル踏みゆく
コロナ禍が段落すればとお互ひの挨拶の語は来訪拒否なり

トマトの実を隣家の屋根に喰ひ散らし近づく雷鳴にカラス去りたり

霊園の池より上がり鵞鳥らが芝生に羽を広げて坐る
車が通り人近づけど道の際に怖ぢることなく鵞鳥は憩ふ
神木の樟に年毎わたりくるアヲバズクの子育て百年つづく
樟古木の洞に三羽の雛を孵し育てつつ番ひのアヲバズクゐる
カラスめが喰ひ散らしたる隣り家の屋根の汚れを豪雨が流す
家にこもり自粛つづけて明らかにコロナフレイル吾が身に及ぶ
五つある時計それぞれ時刻ずれて確かなる時は電波時計一つ
手入れせぬ隣家に繁る梧桐の大き厚葉が視界を塞ぐ
巣のありし松の枝伐られ電柱にカラスは威嚇のこゑを張りあぐ
ゴミ袋を提げて出づればマンションの外壁に縋り熊蝉が鳴く
仰向けに踠きつづけてベランダに終命ちかき蝉が転がる
病院の待合椅子に眼を瞑り待つ老い達の横顔寂し
人を避け自粛にこもる生活をつづけて体力気力失ふ
採用の内定ありし企業よりキャンセル通知孫らに届く
奮起して公務員試験に挑みたる孫は堂々の合格を成す
新年度は県庁勤務をする孫にオーダースーツの進呈を約束す
有権者七万三千人の狭き街に二十四候補の選挙カーひしめく
徒にボリュームあげてがなりたてる候補者の主張どれも解らず
「九十歳なにがめでたい」吾もかく思へる齢に近づいてゐる
眼中の陰影視力の回復に日々十二回点眼液さす

318
作者別年間全作品
319 作品年鑑

父母も兄弟妹も他界なして日本に還るよすがを君は失ふ
黄葉の増しゆく桜を見上げれば樹下の宙にミノムシ下がる
昼食を買ひたる制服警官がコンビニレジにほほ笑み並ぶ
冷蔵庫にながらく置けば自づから熟柿となりて果肉をすする
急激にコロナ罹患者減少の数字になぜか訝しさ持つ

もりとう

煮詰めすぎのたれ絡ませる田作りは母の味なりぱりぱりとして

オレンジの花に手書きの札下がるカエンキセワタ初めての花
網戸拭きガラス戸拭いてゐる間に蠅のひとつが部屋に入りこむ
南京はぜのいまだ残れる青き実を枝に揺れつつ鳩の啄む

ハーネスを付けて参道ひかれるはミーアキャットと女性の言へり

参道を横道にそれ歩みきて甘味処にあんみつを食ぶ
入り来る園の小さき池に立つ白さ際立つしらさぎ一羽
嘴に池水つつき銜へたるは魚にはあらず濡れたる落葉
自転車を連ね過ぎ行く女子高生短きスカートひらひらさせて
何処までも続く青空飛び行ける銀の機体を見送りてゐる
蝋梅の散り花集め持ち帰り包み開けば香のにほひたつ
桃の枝カーネーションにスイトピー雛の小さき花の束買ふ
店員はラナンキュラスと教へ呉る十糎ほどの白き花の名
下がはの花びら少し萎れるもこれで一週間経てゐます
半額にすると言はれて買ふ花の水替へ不要長持ちしますと
テーブルに一本飾るラナンキュラス日毎に開く花びらの増す
真ん中の花びらゆるみ奥にひそむ緑の伸びて白きはなびら
「お母さん背が縮んだんぢやない」連れ立ち歩くむすめに言はる

日当たりの良きマンションの前にたつ看板変はらず入居者募集
駿河台匂ひ桜の札さがる若木にふたつ花ひらきたり
銭湯がマンションとなり角型の煙突より立つ煙ひとすぢ
うめあんず花終はりたる枝先に色形似る小き実の生る
濯ぎもの取りこんでゐるベランダに早も飛び来るさくら花びら
家壁に沿ひて木賊の生え揃ひ花を付けたる数本のあり
居酒屋はテイクアウトの店となる焼き鳥唐揚げ専門として
センターに支払ひ済ませ温き日に亀戸天神目指して歩く
池中の石に三つの甲羅並ぶ伸びたる首の向き揃ひたり
満開のナンヂャモンヂャを見る人なし緊急事態宣言の街

森藤ふみ 東京都
コスモスの写真がスマホに届きたり吾も出かけむ浜離宮まで
花茎の伸びる勢ひそのままに黄花コスモス花の乱雑
潮入の池の広きに満つる水海のみづなり鯉は棲めない
蔓草のがんじがらめに絡みつくリュウゼツランの肉厚の葉に
猛暑日の光せつせと浴びせたるサボテンに子の次々育つ
わが町の神社に熊手売る店の一軒出でしが今年はあらず
川べりに枝差し伸べる桜木のもみぢする葉の輝きつづく
往来の激しき車道の分離帯にいくとし咲きつぐ極楽鳥花
夕影に白く浮き立つ枇杷の花せはしく出で入る蜂のいくつか

カラフルなテントあちこち置かれあり枯草広場に子らの声満つ

花びらに変はり川面に透けてゐるくらげの流れに逆らはずゆく

やまぐち

たかし

嵩

福島県

コロナへの感染よりも増す憂ひグループホームの面会禁止
迷走のコロナ対策熱見えず喘ぐ市井の日常知るか
蛇のやうに枝に巻きゐる残り雪すずめ来りてぱつと落ちゆく
突風にイトヒバの吐く雪の幕木々や山並しばし目つぶし

「帰らない」の娘の電話に手抜きせる節料理にむかふ二人の初日

ＧＯ ＴＯも汚染の水も粛粛と流るる先に不条理の池みゆ
参道に転がる落葉まとひ付く地蔵の足下に温もりおぼゆ
数分の換気の風は室温を一、二度さげて月はひえびえ
研修会・忘年会も見送られたつた二人のバーの止まり木
コロナ禍に諸行事消えて戻りくる会費の一部三千円が
昨今の自粛の語意にありありと責任回避の意図のちらつく
マスクせぬ吾を訝る空気感ひしと感ずるレジ待つ列に
ハンケチを当ててレジ待つ四、五分の冷たき視線ときに鋭く
川浪のやうに押し寄せコロナ菌波紋となりて市中を覆ふ

思ひ付き継ぎ足すごときコロナ対策縁なき民も多きキャンペーン

主権者のどこを見詰めた解釈か忖度まぶす作文おほし

羽前小松井上ひさしの生まれし地イザベラ・バードも泊りし地なり

山口

自粛解除となる朝きたる庭園の入園は未だ予約制なり

スーパーの前に駐車のキッチンカー今日はベトナムサンドイッチ店

ベランダに見れば満月ビル陰より僅かにのぞく光まぶしむ
橋の上に佇み満月見てをれば暗き川面にカヌー現る

ネットにて砥草をみれば葉のなくて土筆に似たる地味な花なり

袋入りミックスナッツの底に残るアーモンド数個湿気を帯びて

杏の木若葉広がる内側にからす一羽の止まり動かず
ひと本の番茉莉の木むらさきの濃淡と白の花につつまる
はすかひの七階のビル解体に秋まで要すとちらしの入る
植込みに雑多の草木育つなか枇杷の木高く多に実の生る
屋久島の竹の子むすめの貰ひくる長さ太さの揃ふ篠竹
噴水の池の水抜き男らがデッキブラシに底みがきをり
ワクチンの接種に来るセンターに午後五時近く混雑あらず
杏の葉広がる枝にまんまるく膨らみ色づく実を二つ見付く
梅雨のあめ上がる夕暮れ公園の八重のくちなし匂ひのしるし
朝七時家前通る救急車すこし遅れて消防車ゆく
やまももの木下いちめん熟れ実落ち足元あやふく踏み歩き行く
ドア少し開き半身を乗り出して雨を確かむ見渡せぬ空
原つぱに白詰草の花あふれ草にあまたの雨粒ひかる
パソコンのカバーにすればと妹の呉れたる布の色古びたり
幼子の吹くシャボン玉湿りたる空気のなかをゆるやかにとぶ
蔓ばらのハートの形に束ねられ窪みに白き花ひとつ咲く
刈られたるレッドロビンの生垣に新芽生え出で尖る葉ひかる
冷房の部屋に一日働く子風呂の温度のわれより熱し
掛りたる友の電話にスケボーのテレビ互ひに見てると笑ふ
カウンターのみの店内そのままにラーメン店がうどん屋となる
雨傘をさして公園ひとめぐり蝉の聞かれず鴉の声す
ジョギングの靴音たてて走る人後ろに付く人音せず過ぎる
栴檀の今年の花は見ずじまひ仰ぐ高枝の黄葉はじまる
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一冊の本も読まずのこの三月コロナ禍の「とき」は唯々流る
週ごとに足を向けたるデパ地下の消えて外出減りたる妻の
六弱の波動にはねる額のなか微笑む母は未だ四十二
前回とことなる揺れの治まりて塀の崩壊しりたる未明
ひと昔過ぎても町民ゼロの地に確たる政策は除染土集積
はづす、する実行むなしき会食をコロナ予防と語るをかしさ
庶民への忖度なきか何ごとも箇条書的政府見解
結論がありて付け足す××基準 意見無用のトリチウム処理
その土地の草木廃し移植さる町おこしへと桜数百
葉桜となりて未明の冷え込みも和らぎきたり何かほつとす
町民のいまだもどらぬ除染地区モダンに建ちたる役場と駅舎
さみだれの時節にはあれど来たる雨路上の缶を転がし流る
「お・も・て・な・し」かすみ只々開催へバブルの中の安全・安心

死を賭した「赤木ファイル」の主人公

吾は知らずと「星野」聴きをり

町民が戻れぬ町にも降る雨に際立つ紺のあぢさゐ咲けり
「あれ・それ」が会話にまじるこのところ父の歳月超えて十年
どこまでも責任回避の菅総理何処を向いての説明たりや
降りて止む雨の間つきてみんみんの輪唱せはし汗ばむ夕ぐれ
人生は各駅停車が理想形いそいでみても着時は僅差
月二度の碁の集まりも休会にて長きコロナ禍ときにストレス
たくましき腕と車輪がコラボしてパラの感動深むるマラソン
青空にとどまる雲の一塊はいつしか薄き帯となり消ゆ
己が利のために主張を霞ませて誰におもねるか総裁選に
雲間より強き五筋の光きて山腹染める縦縞模様

風寒きバス停近くまんさくのよぢれる如き黄の花見守る
太陽の光の反射かスカイツリー今日は何色朝より真黒
吾が坐して眼上ぐればスカイツリー今日は雨降り何も見えない
夕近くスカイツリーは今日は黒見ゆる限りは黒づくめ
午前四時慣ひの如くカーテンを開くれば冷たき二十三夜の月
天辺まで開ききりたる木蓮の下枝の蕾驚き見入る
若き日の思ひ出楽しＵＦＯに会へると筑波山に一夜を明かせり
「月がきれい」と互に電話かけ合ひし友亡き虚ろ六年が過ぐ
字も書ける電車も乗れる有難く保ちてゆかむ穏やかなる日々
医院への往き帰りの道花に佇ち癒されながらゆるりゆるりと
花壇には紅むらさきの紫蘭咲き花毬小さき紫陽花もあり
大鉢に咲き揃ひたる淡むらさきの都わすれは吾が思ひ出の花
京に住む友の広庭の都わすれ訪ひしは遥か忘れ得ぬ花
わが背丈程の柚子の木年々に大き実数ふいま花を見る
夏柑の大き実未だ残りゐて繁る葉陰にいくつを数ふ
若葉風通へる土手にどくだみの花白々と暮れゆく夕べ
早くより決めゐたるらしフライトを四月十日と伝へ来りぬ
二ヶ月を滞在の孫に煩くも消毒マスクと万全を期す
二年振りの日本はと問へば即座に答ふ空気が臭いと
帰し度くない吾の身勝手思ひつつＰＣＲ検査通れば安堵す
友に会ひ日本の食事満喫し心足らひも束の間に過ぐ
一部屋を占めゐし人も荷物も無くがらんと大き穴の空きたり
去年母を亡くしし姪の心くばりか優しさ溢れ人柄思ふ
もも
細やかな心くばりか源吉兆の桃のゼリー菓子百にかかると

薄叢ふきくる風に波打ちて蟋蟀の音ときに途切れぬ
政治にも異常指向が際立ちて戦前回帰か自民政調

やまざきひで こ

山﨑英子 東京都
すんなりと縄とび十回出来る児とやつと三回といふ児もありて
南天の葉も紅葉に染まりたる枝に紅き実余りに目立たず
丈高きゆりの樹並木の青山通り黄葉しきりの大樹を仰ぐ
権田原過ぎたる辺りゆりの樹の緑葉保ちて青青とあり
公園の数多の桜の一本のみ紅葉保つ風よ散らすな
うす紅のやはらかき色山茶花に温き陽を背に癒されてをり
教室に「人の振りみてわが振り」とマシンに対ふ筋力保たむ
部屋内にいつも転がるバランスボール屈伸運動折にしてみる
夕ぐれのスカイツリーの点滅始む椋鳥の群時折過ぎる
唐楓並木の黄葉鮮らけし今年ほど美しと思ひたる事無し
昏れがたの社の杜の太公孫樹並み立つ黄金あたり明るむ
明明と点れば何故か昔を思ひ心和みて来る年迎へむ
若松に千両葉牡丹百合等と正月らしき花を飾らむ
夜明け前厚きカーテン引く窓に有明の月珍しと見惚る
久久に園を巡れど花は無く木瓜ひと本が勢ひなく咲く
木犀の大き木下の花壇には水仙群れ立ち未だ花咲かず
いま少し待ちて又来む水仙の群れ咲く花の香を楽しみに
送迎の道に咲きゐる蠟梅と見定めながら近づけず過ぐ
先駆けの春を思はす蠟梅のうつむき咲く下香り楽しむ

紅きバラガーベラピンクのカーネーション紅を主として百本の花

健やかに白寿迎へて父母に日毎感謝の手を合せをり
睦み合ひ影踏み遊びし妹弟も遥かとなりし二人とも亡し
去年より計画してゐしホテルでの食事もコロナに敗れたり
コロナに怯え家に籠りて一年余り歌あればこそと前向きに
月々の例会楽しみ当然の勤めの如く出掛けしものを
暑気払ひ皆和やかな歓談も早思ひ出となりてゆくのみ
台風の余波らしみ寺の大松の枝大きく揺らし吹く風の過ぐ
鳳仙花茎太々と四本並みて赤き花目立つ小き花壇に
白粉花赤と黄の花競ひ咲く見惚れてをれば木犀の香がする
誘はれて園に入れば去年の木に早満開のオレンジ色の花
咲きみつる木犀の香を全身に浴びてひととき木下に坐しをり
傍らに彼岸花はや数十本が明日は開かむ蕾かかげて
蟬ぢやない鈴虫鳴いてると娘言ふ夜のベランダに耳澄ませ聴く
石に休み傍の夏柑に気付きたりきんかん程の青き実びつしり
吾が坐して眼上ぐれば真先に飛び込んでくるスカイツリー
台風の過ぎて秋空続く日はスカイツリーは白一色の高き塔
夕近くビルの屋上に雀群れ塒に急ぐか飛び立つ十二羽
春早く咲く花なれば房状にみどりの蕾びつしりとつく

よし だ あや こ

吉田綾子 ☆ 茨城県
冬雷誌におつけの歌ありふる里に逝きたる母の憶い果てなし
朝々に母の味噌摺る音のして厨におつけの出し香りいき
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幼きころ母の頼みでおつけの具に茄子を捥ぎたりバケツいっぱい

決りいるおつけの出しはかつおぶし堅き節をば削りし記憶
特製の竈に大釜かけ沸し一斗の大豆を時かけて煮たり
遠く近く木々眺めつつ剪定の樹形あれこれ庭師に託す
剪定して庭師の落す木の枝葉我ら夫婦の片づけ運ぶ
育ちすぎて道を妨ぐ百日紅の徒長枝堅く剪定を拒む
嘗てなき落葉の量を掻き集め屋敷の掃除に疲れ果てたり
担ぎ来て箒熊手で掃きゆけば社の庭に箒目すがし
集落一の高き所に在す神息子は注連縄を神妙に張る
門松にもちいる竹を早くより見定めしるしのテープ貼り置く
我が屋敷の表と裏の門前に門松たて終え晦夜となる
神棚の天照皇大神に鏡餅供物を置けば除夜となりけり
炊きあがりを報す炊飯器の電子音厨になじむ音となりたり
樫の木の間より射す朝の日は暗き仏間の畳にとどく
大寒波襲来なれば床暖房エアコンつけて籠るひと日を
広き庭の美観を保つ清掃に夫婦で励む運動のため
作品欄の評者依頼を易く受け日々混迷の明けくれとなる
ありがたき雨に濡れたる虞美人草のみどりが盛る庭の一画に
ようやくの降雨予定に肥料をば確り施す庭の花木に
雨のあがり庭を巡れば山もみじの赤らむ小枝に新芽が並ぶ
食事会の中止を悔しみ幼な友の老爺はコロナの禍を愚痴る
いつにても「元気な声をありがとう」電話切る時八十老爺は
御褒美と飴玉一個を差し出せば庭掃く夫は怪訝な顔す
濯ぎ物を取り入れおれば忽ちに花粉症状目鼻に出づる

梅雨明けの炎暑つづきに干し梅は美味の仕上がり甕に保存す
街路樹のケヤキ並木が見えくれば目ざす大学病院間近し
保険証の切替え時期と重なりて窓口業務に人ら列なす
夫を乗せ車いす押す媼いて窓口混雑を頻りに愚痴る
三ヵ月毎の検診続く十七年悪性リンパ腫罹患あるゆえ
「今回も大丈夫」担当医はワクチン接種も優しく説き呉る
衰えゆく行動力を気にしつつ八十一歳の誕生迎う
青竹の育ちに似たる皇帝ダリア荒む風雨に倒れ伏したり
一本の倒れずゆらぐ皇帝ダリアロープに縛り楓に寄せる
炎天に隙間なく咲く玉すだれちからのあれば萎えるを知らず
思い切り雨に濡れたる草木の競える庭は秋の気配す
二回目のワクチン接種終えたれど外出自粛は我慢のしどころ
コロナ禍に振り回されて過ごす日々に生栗弾け彼岸間近し
秋の気配急速なれば迷わされみどり葉白む巨木の椿
請け負いて我の田圃に米作る青年早くも新米持ち来
襲いくる自然災害より田作りを護り抜きたる青年逞し
台風被害ことなく過ぎて巨欅の落葉の量が庭に増えたり
どしゃぶりの豪雨に洗われ庭の木々みどり葉ひかり柿の実照らす

コロナ禍に老いの重なり詰まる背に濯ぎ物干す足元ふらつく
たわやすく老いを理由に甘やかす己の性を思いいら立つ

一群の紫蘭の中にどくだみは臭気を放ち勢い生うる
施設にて八十六歳の誕生日を喜び純ちゃんは電話を呉れたり
コロナ禍の自粛生活老いて遠く離るることの切実は哀し
戸を繰れば緑若葉の屋敷樹々しっとり感に眠気を醒ます
命日を待てずに散りたる牡丹の花姑の手掛けし古木のひとつ
収穫は終りとハウストマト送りくる姉夫婦の気遣いうれし
零れ種子が自ずと育ち虞美人草の花むらかがやく朝光のなか
群れて咲く虞美人草の花のうえ揚羽の蝶は悠悠めぐる
竹竿を揺さぶり一気に梅の実を落しき若き頃のちからは
梅の実を撓に生らす紅梅の古木は樹形を崩さずに立つ
受話器より六十年振りの友の声「綾ちゃんお元気ですか、
和子です」

二人とも感きわまりて声出でず嗚咽の友に無沙汰を侘びる
生真面目なる友は結婚後の生きざまを蘇らせて秩序よく話す
コロナ禍に「早く会いたい」を繰り返す友は杖引く体を嘆く
通行に支障のありと役所より立木伐採の通告を受く
牛馬車の往来なりし山道も開発進み舗装路となりぬ
老いわれら立木伐採は手に負えず職人頼み要望成し遂ぐ
梅雨晴の予報を信じ濯ぎ物外干しすれば遠雷ひびく
降りつづく雨に勢う庭木々は徒長枝伸ばし樹形を乱す
大雨に垂れる枝を気遣いて荷物を胸に宅配人走る
コロナ禍に外出自粛の村人は持ち山手入れに意欲を示す
あれこれと頭の中の忙しさに付いていけない歯痒さにいる
豊作に気負い漬けたる梅の実を天日に干すべく梅雨のあけ待つ
漬け梅を干していたれば日焼けの面に汗したたらす母の顕ちくる
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二〇二一年

我が望むバス停に行かぬバス送り壇に上がらむとして滑り転べり

飯塚澄子 東京都
座布団の敷かれた席に曽孫の姉隣家の椅子を二つ運び来
友の歌「冬雷」に載る嬉しさよ細やかなタッチ見事なセンス
週末に曽孫が来ると嫁の言ふ楽しみなりき二泊なすとて
宵月の右に木星左に土星見えるとニュース早速出で立つ
三袋も庭に目立ちぬ椿の枝朝の仕事と嫁伐採す
九時半の開館十分前にして係と話す咎める上役
正月の集ひを持てぬコロナ禍で二日は外食嫁の発案
呼鈴で四人集まる玄関で「おめでたう」交はすしばしの正月
年玉を四人に渡し頂きし菓子箱二つ渡して別れぬ
菩提寺に初詣でなし近辺の姉の家にも年賀の挨拶
姉からも年玉預かり帰り際立ち寄り渡す曽孫の華やぎ
一月のスカイツリーの色清し仰ぎつつ帰宅のタクシーを待つ
稽古帰り蔵前の友を先づ送り上野不忍タクシー走らす
コロナ禍の自粛生活指示受けて詩吟に古典休学となす
背筋伸ばし歩行と注意なす息子治療師の助言時に声掛け
孫娘子らの様子をラインにて送り来るなりスマホ楽しむ
冬雷の二月号をば手に取りて編集充実迫力圧巻

作品一

日曜も診察のある医院に行きレントゲン受く大丈夫なり
月毎に二、三回行く治療師に月曜に行き施術依頼す
紫木蓮あつといふ間に開花なす白き内側見せて華やぐ
帰りしな遠くより見る紫木蓮内側の白特に目を引く
囲みたる柵の内より姿見る藤の花房弥生の末に
ゆつくりと露地を帰るにそこここの家にも垂るる藤の花房
久々に不忍池のボートかなバスの窓辺に歓声聞こゆ
コロナ禍は三月末に安らへど油断の出来ぬ日々の生活
年六回肝臓の癌で手術する姉の病状切迫なすと
父母の墓嫁と墓参す次女の姉九十二なれど晴れやかと聞く
時々に甲高い声で孫娘泣き声あげるこの日いち日
四十分たちて納骨始まりぬ骨のか細さ薬のせゐかと
御奉納の靖国入金今はただ忍耐の時本部長の言
靖国の奉納吟詠中止とて便りを出すに吟友嘆かむ
久々に五ミリ余りに爪伸ばすスマホに邪魔な長さなれども
水槽に小さな目高が泳いでる二センチほどの優しい姿
人通り少なき露地の果て近く水槽二つ並ぶ楽しさ
木蓮の幹の切られて庭に立つ細めの枝に青葉広がる
新聞に載る青蛙ちんまりと葉の上にあり切り抜きて張る
開幕の舞台に魅せられテレビにてオリンピックを見る日の続く
卓球の中国選手の見事さよ球の動きに追ひつかぬ眼よ
白血病克服したる選手かな見事な泳ぎ見せてくれたり
暑い暑い言ひつつ走る選手あり北海道も暑さ厳しも
競技果て閉会式の迫り来るムード漂ふ夜の八時に

いいづかすみ こ

警官に手を借り起きて救急車呼ばむの勧め痛さまさぐる

コロナ禍は里の神社に初詣娘夫婦のおみくじ中吉
こ
就眠の遅くも早朝経あげて仏に病む娘を頼み香焚く
後輩宅へ短歌勧めに通う間に県道仕上がり白線引かる
干支の年聞えほどほど眼鏡いらず運転出来て歯有るに感謝

生前の大久保氏より真夜ライン「おしん観てます」今作者の死
朝七時ケアハウスへ立つ大塚さん娘さんらと深深礼す

我が家のアドレス帖は子の「国語」帳残して置きたい夫の文字なり

長女の入学時には夫と祖母在りて和服姿の吾なり
納期に追われ仕事する時忘れられます患う娘に逢えぬコロナ禍
短歌友と遠く施設に隔てられ会員みんなの手紙届ける

入学児の身の幅かくすランドセルを見つつ思う子の手を引きし頃

信州から手作りのりんごジャム届き朝パン食に白馬を偲ぶ
豆撒の神社帰りに寝たふりで甘えた父の背思う節分
便箋の二列の幅の太文字を読んでね娘への便りが絆
節分の紅白供物とお守りを入れて病む娘へ送る郵便
病む娘に次の年賀状に私との写真を載せてと頼まれ辛し
療養の娘に春の来たれども逢う事ならぬ長きコロナ禍
体温計車に積みて外出のたびに額でピッピと計る
疲れたる晩はスマホのほか弁のチラシにすきやき弁当とする
朝九時の防災無線無きもさびし今日から解かれる外出自粛
もったいない拾う私と捨てる二女最近少し娘かわり来
歌友から「施設が空いて」と急な別れ二日語りて早朝送る

求めたきパルスオキシメーター品切れし一人暮らしに不安の募る

グループホームに明日ゆく友はその庭の囲いの韮を根付きで呉れる

入退場ボランティアの人動き曲に合はせて踊りにぎはす
閉会の曲に合はせて消灯す会場いちめん闇となりゆく
ガラス戸を通して何か匂ひくる庭の緑か芝土の香か
鳥一羽すばやく朝の街灯の彼方へ消えゆく羽音もせずに
「翼をば広げむ」とてのスローガンパラリンピックの高き目標
雨雲の予報に加へ落雷の知らせまで受く今日の外出
日展に出展重ねる姪の書を讚へて励む卒寿の私
圧縮版さらつと読むはたやすけれど学び取るには時を要する
敬老の祝ひの中に飾り物「紅葉狩り」入る孫の嫁より
美しき富士の周りに幾重にも紅葉囲むまた塔や橋も
小一時間書を終へてのち下の部屋に一吟教へん我の試み
「九月十日」吟ずる前に座す五歳曽祖母の姿を見守る弟

いと が ひろ こ

糸賀浩子 ☆ 茨城県
届きたる「冬雷」真夜に読みており紹介せし人の作品を先に
コロナ禍に秋の祭典縮小す短歌は色紙の展示のみなり
こ
四輪のマッサージ器をコロコロと病む娘の脚に届けと念じ
停まる度エンジン切れるエコ新車青信号だぜ発進せよと
経済にコロナの収束忘れしか難病の娘に逢えぬ幾月
先ず朝餉に三つ葉、明日葉、韮つんで小さな笊にスープ材寄す
こ
炬燵にて面会出来ぬ娘へ歌書く小さき蛾ひとつ壁に動かず
虹鱒の燻製贈られ夕餉待たる「長生きするよ」と二女にも渡す
二女夫婦見廻りくれる暮休み昆布、金平、蓮煮る私
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コロナ禍に患える娘を思うあまり髪の毛一角うすれておりぬ
乳癌の術後六年傷残る側のマンモの検査は辛し
幼き日鹿島灘より上空を銀色連ねて不気味な敵機
年毎に芽を出し育つ半夏生植えにし母は疾うに亡けれど
十九年余飼いにし犬を散歩せし雨具あらわれ捨てられもせず
絵を描き二両編成「龍鉄」はゼンマイ切れる様に終点
オンライン藁にも縋る思いにて面会頼む相談員に
面会が可能と聴いたその日からタブレットの機種をあれこれ選ぶ

当市出身クライミングの野口「銅」盛りの登りを見てほしかった

対応のギガ設定に惑いつつ二台で五十と契約交す
昨日の集団接種のワクチンにぼうっとしてる脳で歌詠む
夏柑の大き実三個残りいて繁る葉間に鳥も気づかず
水分を失い切った甘夏をエプロンに採り今夜の風呂に
投薬の承認成りたるアルツハイマー記事に娘の薬を願う
盆棚は早朝六時大雨に手に手に持ち込む馴染み顔老ゆ
隣家へ疎開せし児も八十余歳互いに戦時をラインに語る
行列がいつもどこかにできている今日は地元のカレーコロッケ
我が家での応援に湧くオリンピック久々大きな声を出したり
体操の総合「金」を橋本が見事に掲ぐ日の丸の旗
男女初の「金メダル」なりスケボーを遊びと思いし吾の誤り
私には夕日に映える成田への銀機が敵機に見える八月
残滓を埋めたる柿の根元より南瓜の蔓伸び木の幹伝う
我が庭の完熟梅を十五キロ漬け込み待ちて今日干し始む
三日三晩朝の湿りの梅干を甕に並べる一粒貴重

パーテーション越しにようやく逢えたと言う病める娘の夫が吾に

生い茂る生家の椎の木バッサリと実のつく枝を庭師は落とす
同級生で当地短歌の仲間逝く弱りてからを共に詠みいし
ニュータウンの百日紅通り今盛り白・紅・藤色枝振りのよし
垣角に金木犀の香り初め母の好みしきのこ狩りの季
誰にでも別れは来ると思えども病の進行とコロナ禍憎し
十一月五日生れの病む娘六十で逝きし父を越えさせたし

いな だ まさやす

稲田正康 東京都
遅き芽の出でし木槿が遅き花咲かす九月に暑さのつづき
正月はあかるき歌をうたはむか楽譜のいくつ揃へながらに
高層のビルの間に薄暮なる空ありきつかり半分の月
七十年となる中学の同窓会会報に古きこと書きながら
前名人元棋聖とは奇妙なる言葉と誰も思はざりしか
いつまで暑いのでせうとケアマネージャーなほ幾人か訪ねるといふ

十三回忌は難しからう子らと行く七回忌の旅程ととのへながら
七回忌の黒坂の墓うかららのまゐる時のみ雨の来たりぬ
喪の葉書つづき来たりて急に寒き十一月の終はり近づく
枯枝にとまれる鳥が一度に飛び一つ羽ばたきながら残れり
大関となる口上をあげつらひ競ひて報ずこれの平安
肝腎な時病気になるなど言ひて資質いはるる野党議員あり
冬至より二週ほどまへ富士に日の沈む筈なり曇り日つづく
ひと見えぬ大学の前バスの過ぐウイルスのこといひて半年

汝が蒔きしマリーゴールド咲きたれど小花の株は芽の出ずことし

ウイルスの来なばすなはち既往症ある高齢者と数へらるべく
高齢の人を扱ふリハビリ施設もの触るるたびアルコールに拭く
赤き紐つかふ躰操なせる歌おなじリハビリしてをるらしも
窓の木に昨日と同じ鳥が来て縄張りをいふその名知らねど
「好評発売中」の札たちて半年過ぎつ商店街の土地
百十八回同じ答弁なしたりと百十八回問へるは如何
造りかけまだ柵の立つ公園に日ごと見てゐる母と子のさま
ひと遊びすれば必ず母親のもとに戻り来こどもらのみな
何となく丘を歩いて行く幼その後をただついて行く母
戻つたら母がをらぬとさがす子のでももう一度遊びにゆけり
仲よくなれる犬を並べて写真撮る一団があり公園に逢ひ
円型のジャングルジムのてつぺんに銅像の如く少年が立つ
街川に住みつく鴨が雛の五羽あそばせながら漁りてゆけり
幹なかば朽ちながら立つ花水木それでも広ぐことしの緑
いくつかの枝きられたる跡みえて電線保守の車さりたり
この歩き方ではふえぬ歩数計ときどき覗きまた歩みをり
来るといふ人の来たらず隣席の客はそのまま立ちてゆきたり
カウンターの隣に坐るをさなめが大きな椀を懸命に呑む
臨時停車の駅に子連れの多く降りサッカー試合おこなはるらし
半年が過ぎてしまへりこの年も筋力あまり戻らぬままに
良き夢の途中に腓がへりしてその先知れず思ひもならず

納骨のことととのはぬ妹は毎日話しかけてゐるとぞ
終着駅に溢れ来る人そのすべてマスク着けをるこの国のさま
始発まつ車内に坐る十三人十一人がスマホ見てゐる
全身を紙に蔽はれコード貼られ物躰となる手術台の上
麻酔針刺されてをらむ右脚の感覚ややに鈍くなりゆく
縁石の凸凹を歩きたきをさな手を曳きめぐりをり母親は
際限なく遊ぶをさなを抱へ上げ無理矢理自転車に乗する父親
階段をのぼれぬをさな一段づつ押し上げてゐる母親があり
すれ違ふ幼児突然手をかざし「こんにちは」と声を上げたり
昼の店に見たるをさなご愛らしく子のアルバムを開きたりする
丹沢の右に退きひだり箱根いまだ来たらず相模野の富士
いつものやうに渡る木曽川長良揖斐木曽の水のみゆたかに流る
大垣の野に立ちゐたる広告の運輸業には子の友をりき
山にかかれば見ゆる「古戦場関ヶ原」看板古びたるままに立つ
円墳と見紛ふ丘の散在す湖北過ぐるにいつも思へり
安土城復元なさむ話あり近江野のすべて見えむ天守に
あんなにも桜つらなるグラウンドをさなと妻と母とゐたりき
東京の今日は零度といふ朝の真白き富士に雲ひとつあり
とほ山はけさの暖気にかすみゐて富士の白きが雲にまがへり
太陽は斜めに沈みゆくからに富士の右肩あかるく残る
ウイルスの新しき型またさらに変はり代はらむことあるべしと

歌うたふ友のコロナに逝きたりと呼吸器はごく強いはずなのに

鳥鳴かず蟬なかぬあさ自動車のタイヤのゆける音が響けり

一度泊りしホテルの高く見えたるが見えずなりたり琵琶湖過ぐるに

枝を透きわが窓に見る富士の白みえなくなりぬ葉のひろがりて
世のうちは緊急事態といふなれど家人がもらひ来ねばよきのみ
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近頃は言はなくなれる「不快指数」不快なること世につづきゐて

九秒台一度走つた人といへつね九秒に勝てぬ当然
結局は餘裕に恵まれたる人が鍛錬し得ることとならむか
観客の有無は競技に関はらずくらぶることのあらばよきらし
その力すばらしけれど四十二キロ手にて走らす車の椅子を
四位とは世界で四番目に強い人ゆたけく国に帰りゆくべし
鉛筆しか持たざりし右に杖持ちてすなはち起こる腱鞘炎は
法師蟬をはりの節を三つ鳴かば作の良しとぞ三つ鳴きたり
月刊誌「寺門興隆」元の名に戻り「月刊住職」といふ

いのうえすが こ

今噛んだそばを「嚙みし」と言ふ歌人褒めゐる歌人もテレビに映る

井上菅子 山形県
詐欺師からの便りも届く昨今にわれは構へてポストを覗く
黄菊白菊杯に散らして菊酒を今宵十三夜の月に振る舞ふ
街路樹の百合樹に花繁かりし工業団地にまた見にゆかむ
トラクターの上にも並べ売るりんご和合はりんごの名産地にて
レース鳩が窓際に寄り陽を浴ぶる雪くる前の飼育の小屋に
行方不明の短歌手帳手を挙げよ今月の歌みな消え失せぬ
歌の仲間と行きにし夏の利尻島その大方がこの世には無し
フェンスの柵の上には猿の群れ小国街道小春日和に
採血の腕は左と決めて出す利き手に針は刺されたくなし
指輪などもらはぬ指ののびやかに振舞ひし生終の見えくる
虚しきこと積み重ねきて名を成しし人もをりけむ冬の空澄む

タイマーをかけずに区切り付くまでを今朝存分に花苗を植う
埓明かぬ事の続きは考へず明日咲く牡丹の蕾を数ふ
いつよりか男の涙腺緩くなりテレビに私的な涙を流す
遊戯場の敷地にマロニエ咲く季節オーナーの顔見たしと思ふ
終着の停車場なりし荒砥駅転車台への鉄路も錆びつ
石州和紙旅に買ひにき共に行きし仲間も老いて消息知らず
初夏は野鳥の番が庭の木に止まる密集地なるわが家を選び
原田康子の『挽歌』を恋の原点に惑ひし青春何も摑めず
八十円の切手に私を見つめゐる若かりし日の裕次郎ゐる
生まれながらに党首の椅子に有りしこと哀しみし日はあらぬか正恩

コンビニにコピーするときどなたかのコーヒーの香を贅沢に吸ふ

姑の祥月命日山菜飯供ふる嫁のわれ丸くなり
最上川辺に葦切繁く鳴くを聞き今朝の散歩のきびすを返す
優柔不断の食感好まぬアボカドが目鼻をつけて夢に出でくる
ワイングラスが夕日を浴びて輝きぬ表面よりもむしろ裏側
腹に子猿をしがみつかせて母猿が道路を渡る隙を見てゐる
丁寧に愛しげにして舐めてゐる猫の手そのうちわれを攻める手
トイレの戸一人で開けて探検に行く猫納得顔に出でくる
「娘身賣は當相談所へ」昭和九年の看板の文字
新しくここに何かが生まれゆく新興住宅地の朝顔の花
ことことと昆布煮てをりことことと残りの命数ふるに似て
かつてだれかが住みをりし家夏闌けて藤の莢実が風に触れ合ふ
人面魚のつもりで見れば人面魚に見ゆるも混じる群れ来る鯉に
レストラントムにワインをいただきし先生在りし作並の夏

曇天の十二月七日見上げても見上げても雲に切れ間無し
先のことまづはさておき今日雪の降らぬ一日に謝して笑はう
電飾の藤棚虚しく見ゆる夜零下三度のスバル輝く
いかにうまく擬態しをらむ朝々に鉢のまはりに糞散らす虫
溜息をつきゐるごとく一呼吸おきて切れたる留守番電話
右に左に吹雪く今宵の雪女迷ひて娑婆に行き暮れてゐむ
遠くから手を振りそのまま通り過ぐ春の花野の花々が
すぐ落つる花ではあるが浴室に次々開く冬のベゴニア
一車線の高速道路北へ延び亡き人住みし街へと続く
何からも足洗ひたくなる日ありそれが何かと言へぬこの世は
階段の下に雨避け丸まれる猫捨てたるは百の苦を負へ
日本の国語の誇り捨ててゐる新聞表記「還す」も「返す」
消防署の訓練タワー目印に近道急ぐ整形外科へ
デパートも洋菓子店もなき町のスーパーに買ふチーズケーキを
門構へに見越の松の二軒あり殿町といふ旧街道に
満月はいつしか欠けて半分の月が残れる冬の青空
姉の使ひ古しし手袋温かく毛糸の解れ気にせず使ふ
丈低くスノードロップ地に咲かせ喪に服す妻何年も見ず
幾度もコーヒー食事に誘はれき再びは無き亡骸に向く
一枚の遺影に人の人生の完結を見て玉串奉奠
婦人会長サークル部長せし人も病みてゐるらし庭荒れてゐる
ケベックのツの促音を例にして表記教へにき松崎泰樹氏
勤め替はる度に捜して訪ひくれきもう捜してはくれぬのですか
卵抱へてゐるやも知れぬふつくらと膨らむ雀庭に啄む

役場のチャイムわが家の時計一分の差はあれど日々滞りなし
毎日何かしくじる日頃葬儀の日一日早く焼香に行く
長雨の浸みたる庭に許可もなく長虫毛虫棲みてはをらぬか
をとこ
雪女こつそり忍びくるやうな山峡の家 漢 独り住む
敬虔に祈り捧げてゐる傍へ慎み通る野仏の道
海に逝きし霊慰むる羅漢像駐車場広し観光客の
蓖麻赤くそよがせて吹く風涼し秋の彼岸にあと二三日
時間外の自動扉は緩慢に開きて患者一人吸ひ込む
自分の意見夫の意見に置き換へてやんはり断る大和撫子
夕陽背に己が影抱く山並は分け入り難き静けさに眩る
名も知らぬ鳥ながら新し尾の羽に鮮やかに見ゆる白き横縞
精鋭の切れ味鋭き歌読めどわれは身の丈鳥の歌猫の歌
肥料袋は丈夫だからと川蟹を入れてくれたり道の駅戸沢
中身捨て皮のみ食べる木通なり聞きて驚く人に驚く

おうてきのり こ

樗木紀子 ☆ 東京都
歩道まで延びて咲きいるランタナに蜆蝶が群れて飛び交う
垣根の金木犀が満開に香を確かめてバス停へ向かう
雨に散りたる金木犀の花かたまりて排水溝へ流れてゆけり
東南の星無き夜空に火星らし赤色帯びてキラキラ光る
墨田区の全行事中止に楽しみ消え文化祭に絵も出品出来ず
桜葉と公孫樹葉との紅葉に錦糸公園へ二回出掛ける
隣庭に強風で落ちたる銀杏を十、十一月と拾い終えたり
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銀杏を袋に入れて五十粒ずつ隣近所の六軒に配る
隣庭の大公孫樹は大晦日に葉を落とし切りはだか木となる
北陸道猛吹雪にて立往生の車千台と放映で知る
京に住む孫娘からの電話あり成人式に出て無事終えましたと
年末に葉を散らしたる白木蓮小さき銀色の花芽つけおり
香取神社梅祭りの提灯下げてありバスの窓には満開の梅
筋トレの友の誘いの都立公園巡りを断る膝の痛みに
錦糸公園入口に立つ河津桜残念ながら葉桜となる
押上から錦糸町まで街路樹の白木蓮はおおかた咲きぬ
連翹に満州の住まいを思い出す玄関前と垣根に二本
春風に神社の境内参道も花吹雪なり花弁で白し
東京都慰霊堂のそばに芽吹きたる欅若葉は木々に囲まる
コロナ禍の収まらず区の要請で麻雀教室は始まり未定
幸いにプールカルタ会団体で人数を減らし続けられいる
豆苗は栄養ありと窓辺にて三回芽切り料理に使う
杖持ちてバスに乗れば席譲られありがとうと言いて座りぬ
墨田区の花なり躑躅は区内の道両側に咲き道路華やぐ
亀戸の天神の藤満開に行けず足利の藤目に浮かぶ
カルタ会先生他六人で春夏秋冬鎌倉巡る
鶴岡八幡宮の参道の桜満開にして本堂に参る
バスに乗り「鎌倉宮」下車す川ありて丸太の橋を恐々渡る
徒歩で向かう鎌倉山なり草木を踏み分けながら天園に着く
天園から遥かに相模湾見えて両手を拡げ深呼吸する
明月院参道の石段両脇は紫陽花の花で埋め尽くさるる

繁り葉の間より見ゆる柘榴の花ともしびのやうに赤鮮らけし

寺庭の銀杏の木々は黄に染まり小鳥のやうにその葉舞ひ散る

天園から大平山へ紅葉狩り赤一色の林を進む
両国のバス停近く紫陽花が色鮮やかにたわわ咲きおり
札幌に住む兄夫婦コロナ禍に外出せずに家に籠りぬ
同居の子休日は朝早く起き体鍛えに山登りに行く
明治通り街路樹のむくげは不順なる天候により二度咲きひらく
コロナ禍に敬老会は二年続き中止になりて祝い品貰う
敬老会祝い品は小袋入り六種類の京の漬物
体操は首手足腰を二十分動かし十分休憩になる
休憩時マスク使用し友達と会話して良しまた体操す
台風に飛ばされぬよう窓辺の鉢を部屋に移せば蜆蝶も入る
蜆蝶は一昼夜部屋を飛びまわり晴れたる朝に窓から飛びたつ

「ゆみばあちやんお正月おめでたう」何よりうれし孫からの電話

「金グサリ」と言ふ黄の藤の花みれば輪にして首に飾つてみたし

白内障病みたる叔母は「暗いね」と呪文の如く呟いてゐる
燿子さん礼子さんにはるみさん冬雷誌上で知る友の近況

畑なかにほほづき一畝のこされて炎暑つづきの夏よみがへり来る

倉浪ゆみ 埼玉県
倒れしはたふれしままにコスモスは風とたはむれ微笑んでゐる
銀のべール広げたるやうに河原辺の尾花ゆれをり秋あかねとぶ
やはらかな十三夜の月あかり堤に佇み夫とながむる
をさな子が唐辛子の赤き実を指ををりつつ数へてゐたり
園児たちドングリの実を拾うてる被る帽子はドングリに似て
新年は恙なくあれと願ひつつ神の前にて頭をたれる
菜園といふよりまるで花畑菊にコスモス咲き乱れゐる
木の根方つはぶきの花は地味なれど黄の色灯し我をなぐさむ

くらなみ

叔母逝きて一人ぐらしの叔父は言ふ「デイサービスは楽したのし」と

コロナ禍で祝賀の式は中止となり晴着の成人街を行き交ふ

河原辺で間をあけて太極拳ゆつたりと舞ふ人達のゐて
地蔵様もコロナは怖いおお怖いチョコンとマスクを掛けてお
はします
店頭に紫陽花の蒼あふれ涼呼ぶやうに風にゆれゐる

年のくれ墓地清めんと訪れれば水仙あまた莟をもちて
南天のつぶらなる実の紅さえていよよ寒さは厳しくなりぬ
厨辺の水仙の花に面よせて清き香たのしむ一日の初めに
けふ節分はじける様な声きこゆ「福はうち鬼さんもうち」
山茶花の紅き花びら大方は散り敷きをはりて如月となる
小さき孫菜の花畑で遊びしか花びら花粉かみに付けをり
キャンパスに紅梅白梅ほころびて陽は暖かし弥生となりぬ
大きつぼに零れんばかりの白き梅老舗の店頭春はたけつつ
暮れなづむえごの木下に佇みて友偲びをり散る花をみて
夕ぐもり暮れゆく庭の片隅に韮の花しろくあえかに揺らぐ
九十九里の妹からの荷が届く開ければ汐の香部屋にただよふ
保育園児六人のせたる乳母車おす保母さんはたくましき腕もつ
来る冬も元気で着るを願ひつつゆつくり洗ふグレーのセーター
教会の壁一面の蔦若葉朝日にかがよひ風に吹かるる

散歩道パラソル揺らして歩く人絵のやうなさまを目をこらし見る

ホタル草の葉かげにせみの抜けがらは二つ三つありて風に揺れゐる

境内のあら草大方刈りとられ残れる草は風と遊びぬ
学校で育てたる朝顔ベランダで水やり欠かさぬ小五の孫は
けふも又「熱中症に注意を」と川越の防災放送ありて
オリンピック開催年の同窓会中止となりぬコロナ禍のために
木も花も人等も皆うなだれて喘いでゐますこの炎暑には
こんぺい糖散りばめたやうに百日紅散る花の上に又散る花よ
寺庭の小さな池に睡蓮の白花咲けり涼よぶやうに

園庭に大きな大きなテルテル坊主子等を見ながらほほ笑んでゐる

ぶだう棚あふるるばかりの繁り葉のあひだに見ゆる青き実あまた

枇杷の木の小さき枇杷は陽をあびてキララと輝くその産毛たち

弟よ施設の日々は如何なりしや流るる雲に呟いてみる
食べ物の好み似てゐるお嫁さんと我はならんで蕗の皮むく
境内で元気にあそぶ園児たちどの児も愛らしマスクをつけて

早朝に家の巡りを掃き掃除数多の人とあいさつ交はす
ノーベル賞受賞の報はいと嬉し両手をあげて「万歳万歳」
笑み割れたる赤き柘榴を供へます十月十八日祖父の祥月
丈たかく白き蓼の花咲けり植ゑし弟は施設ですごす
白粉の種をとり来て数へつつ箱にしまへり幼き孫は
うの花も金モクセイも返り咲く天候不順を気にしつつゐる

うれしげに散歩中の園児たち「今日は」と言へば「今日は」と言ふ

十薬の花あえかなり豆ランプ灯したるやうに夕暮れの庭
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あき茗荷十月の庭にかほを出す梅酢に漬けるは我のたのしみ

さいとう

斉藤トミ子 ☆ 栃木県
下校時の一年生と共に歩きマスク同士の瞳を合わす
給食の時間以外は付けてるとマスクの顔は鼻を出しいる
半世紀続けて来たるＯＢ会コロナ禍のなか中止となりぬ
花掲ぐる皇帝ダリアは青空にすっくと立ちて我を見下ろす
来る年も実を付けぬなら根本から切ってしまうと木に話かく
宝探しする如くなり登山道にマスク見つけて素早く拾う
山頂はゼブラ模様に雪積もる浅間嶺望む湯の丸山に立つ
ぐるり見る遠き山脈指差して山の名を言う友は雄弁
かさこそと積もる落葉を踏みて行く日溜まりハイクに心の弾む
落葉松の林を出でて落葉松を沁み沁みと見る高峰高原
萩の花上から下から横からとカメラ向けいる友を我が撮る
遠く見る富士は黒黒雪の無く師走の空に影絵の如く
我が家より五千歩あたりに見える富士小さきながら堂堂とあり
口遊む七草なずな母よりの粥の炊き方守りて今年も
コンパスと地図を使ってする読図笹生うる道掻き分け登る
コロナ禍に山行できる仕合せよ密を避けつつ廃道を行く
藪漕ぎに頬に擦傷受けながら友との会話尽きる事無し
突然に友の夫君の訃報くるラインで笑顔見たばかりなり
冠雪の富士を眺めて苦しさも忘れ見惚れる金時山頂
五時間余歩き通した我が足を優しく撫でる労いながら

霧晴れて三百六十度の眺めなり中禅寺湖がくっきりと見ゆ
何時も行く両崖山が火事なるとテレビのニュース驚きて見る
山友はその日近くで見たと言う両崖山にヘリが水撒くを
根方黒く焼かれたる松枝先に僅かに緑残して立てり
山道に添いて茂れる山躑躅焼き尽くされて芽吹く事無し
下草ごと焼かれて黒き傾りには其処此処笹が芽を出だしおり
鎮火して五ヶ月経たる山歩む行き交う人の何事の無く
石車に乗ってすとんと尻餅をついてしまいぬ白根登山に
登り行く小学生はスニーカー若き力をまざまざと見る
男体山中禅寺湖に五色沼くっきりと見ゆ白根山頂
山頂に寒さ堪えて立つ孫にカッパを着せて湯を飲ませやる
天空の足湯に浸る白根山標高二千米の眺望の良し
疲れたけど楽しかったと言う孫にいつかは富士と指切りをする
教科書に習いし昔そのままに前方後円墳のレプリカの有り
レプリカの埴輪に杯交すあり犬やいのしし狩の姿も
公共の工事に発見されたると北関東の豪族の様
赤城山の噴火の前の古墳とぞポンペイの遺跡思い出しおり
三度目の時短要請に賜れる時間と思い冬雷誌開く
酒類の提供無しとの要請に料理出すのみ頷きくるる
海老ちりや青椒肉絲かに玉と注文受けても酒類出せず

しよう だ

正 田フミヱ ☆ 栃木県
秋風に大根作る準備せりシャベルで耕す家庭菜園

トゥルルルトゥルルルルと響く音姿見えねど木を突く音
梅林に咲きいる様を見に来たり友との花見七日後にして
満開の梅の下にてマスク越し一年振りの友との花見
カップ麺啜りて身体温めおり赤城颪を岩に避けつつ
蕗の薹見つけ購う道の駅天ぷら蕗味噌メニューの浮かぶ
かたくりの蕾数多に下を向く雨後の三毳のかたくりの里
頂に張り出す枝に隼の止まりて四方眺めておりぬ
眼光の鋭き隼カメラ越しに覗き見るなり鳥肌の立つ
施設にて九年を過ごし逝きまししお一人様の従姉妹は米寿
弟妹のサポートを受け施設にて何不自由なく暮らしし従姉妹
岩団扇の花は可憐に咲きており霙混りの若見山行く
源泉は岩肌伝いて湧きており硫黄の匂深く吸い込む
露天湯は混浴とあり下山後の疲れ癒さむ迷わずに入る
塩原の露天の風呂に花びらが数多浮かぶを独り占めする
祖父の食む昼餉を見たる孫は言う糖尿病を作る食事と
六峰を縦走したり八時間歩き通した足を労う
鎖場の鎖頼らず登らむと足場手掛り確と見極む
生い茂る草木掻き分け登る道やしお躑躅の満開に会う
深深と賽の河原は静もりて弘法大師御座する如し
赤やしお賽の河原を囲み咲く夭折の子等守るがに咲く
山頂のパラボラアンテナ修理にてヘリコプターが機材を運ぶ
ホバリングなして機材を釣り下げて瞬時飛び去るヘリコプターは

昼餉食む頭上行き来するヘリコプター活躍の様眺めて飽かず
濃霧にて視界朧な山道にスマホのアプリと紙の地図見る

ホウレンソウ春菊カブなど霜除けに不織布買い足す二十メーター

大根を作る畝だけ耕しぬ有機石灰と培養土入れる
朝朝に大根白菜見て回る虫に食わるれど無農薬にせり
防虫のネットの中に虫がいるネットの上から薄め酢かける
つや
薄め酢は白菜大根を丈夫にせり虫食いあれど葉の艶やかにし
て
赤蕪を栽培しようと種求め本を数回熟読したり
風寒く畑の赤蕪赤々と初めて作り一人ほほ笑む
赤蕪を旨いと言いて食む君の今ひとたびの感想を待つ
甘酢漬けの赤蕪見るや夫問う食紅入れて作りたるかと

晴れ渡る冬の陽射しを受けるときコロナ禍の思いしばし忘れたり

不織布を野菜に掛けて霜除けと野鳥の啄み減らす手立てに
収穫の人参食めば甘さ増し五ミリの輪切り夫も食す
晩秋にトマト鈴生り青いけど霜を案じて収穫とせん
青いトマト容器に広げ熟すまで冷蔵庫上に二ヶ月寝かす
晩秋に青いトマトを収穫し二ヶ月を経て赤いトマトに
縁側に冬の陽射しを浴びながら幼と母は微睡みており
暖めた布団に入り温もりの今宵ひと時しあわせに満つ
結球の緩い白菜移植したる鉢にて愛でよう花咲くまでを
ベランダに蜜柑の皮を干しおれば鵯現れけたたましく鳴く
鵯は蜜柑皮干すベランダの手摺りに糞をしつつ鳴きおり
鵯の高い鳴き声聞きおれば蜜柑切り置くヒノキの下に
ありがたきちちの年回供養なりコロナ禍病まず家族で参拝
あきらめてコロナ禍生きる日々なれば桜の開花に快活となる
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コロナワクチン二回接種の済みたれど盆に息子と会うのを止める

輝きて桜咲きおり夕陽浴びあやしいほどに花満ち満ちて
コロナ禍は収束せぬが鯉のぼり上げる約束幼に答える
いのちある花桃の樹のあわれなり三十年を庭に立ちおり
不織布に冬を越えたるリーフレタス大株なれば毎朝食す
エンドウの花次々と咲き出せばその収穫を毎朝楽しむ
花水木きつい剪定南側そのせいなのか枯れ枝目立つ
エンドウの莢も生り終え茎や葉の始末に来れば雨蛙おり
エンドウの始末諦め雨蛙の様子を見れば動く気配なし
雨蛙はこのエンドウの虫を食い守りてくれたか嬉しいことぞ
コロナ禍に藤の花観に出で来たる早朝なれば人もまばらに
草取りの少し進んだ帰り掛けルッコラ摘んで夕食に食む
トマト畝の草の繁茂に挑みきて雷鳴とどろきあたふたとせり
エンドウの支柱の下に培養土埋めて連作回避となせり
耳鳴りの蝉のしぐれにラジオかけ今夜は落語を聴きつつ眠る
庭に出て草見つければ直ぐに抜く姑の日々にわれも近づく
集まりて歌を読みあう佐野支部はコロナ禍となり一年も会えず
コロナ禍に畑の草取り収穫とゆっくりこなす一人の時間
水ナスを収穫すれば曲がり気味水やり不足をバケツ三杯撒く
四十度越える日中の暑さなり畑作業は朝に一時間
盆来るがコロナ蔓延防止地区に今年も息子の帰省叶わず
二年続く息子の帰省叶わぬがコロナ蔓延防ぐ手立てに
出来たてのうどんに天ぷら添えくれてうどん遊びと幼の母は
コロナ禍に二年も会えぬ友想い残暑見舞いを書きて楽しむ

雨が降る一週間も降り続き赤き大玉トマト割れおり
強き風雨トマトを叩き皮破り落ちたトマトら泣いているかも
十月の畑に群れる赤まんま花むらゆらす風通りゆく
赤まんま太い茎選び束にして仏前に供え秋を知らせる
大根まき白菜定植カブ育つ小さな畑秋ならんとす
草に負けずひときわ高く咲き出づる秋明菊に詫びて草刈る
歩きつつ花に見惚れて転びたり思わず見回し恥ずかしく立つ

すず き

鈴木やよい 東京都
興味わき図書館に行けど「業平」は六十八人の予約待ちなり
引く草の根元に残る空蝉は背中へこめど足踏ん張りをり
段をなし魚道流るる水の面深まる秋の朝日に眩し
暗き空にひんやり浮かぶ三日月の尖りにそつと指触れてみたし
黄金の銀杏は闇に沈みゆき外灯に葉のしろじろと浮く
山道に落ちたるドングリ拾ひ上げすべすべの皮撫でつつ歩む
流れ星を見たくて暗き場所探す照明あかるき道路走りて
真夜中に冴え冴え広がるオリオンの際立つ三つ星仲良く並ぶ
一時間に五十個以上と聞きたれば頭のけぞらし流れ星を待つ
収穫の里芋入れた豚汁を二人の夕餉にたつぷりとよそふ
正月の仕度もせずに土いぢる先見えぬ春の芽吹きを思ひて
肩車に乗りて喜ぶ子の笑顔に賀状出さんと急ぐ足緩む
息子らの訪れもなき正月に今年は器を早ばやとしまふ
松の内過ぎて出かける初詣で地元の神社に人の気配なし

軸のみを残し若葉を食ひ尽くし葉裏に潜む虫肥えてをり
線路わきにムラサキツユクサ群れて咲き電車通れば紫の揺る
ふつと消え闇にて暫し息凝らす蛍がふはりまた光るまで
気付かずに歩みゆく人の足元でネヂバナ咲けり上野公園
穏やかに川流るれど倒れ臥すススキに残る増水の跡
霧雨の向かうより来る救急車近づく道筋じつと耳で追ふ
今年こそ祭りあるらしお囃子の練習聞こゆ地域の会館
夕立の雨脚収まり出た途端雷とどろき手足のすくむ
「高齢者」に一括りされワクチンの接種手順に流されていく
松山がキャディーと話す画面には暑き五輪の蝉しぐれ聞こゆ
流れ落つる汗を拭ひて一かけの岩塩なめて旨しと思ふ
夏休みの校庭に残るミニトマト葉は茶に乾き色褪せた実の付く
何年も姿が見えず諦めたるジヤカウアゲハが目の前を飛ぶ
花壇には矮性向日葵植ゑられて控へ目に咲く他の花と共に

ラーメン屋で旨しと思へど姿知らぬザーサイの種を貰ひてうれし

其処此処に命尽きたる蝉あるを避けつつ歩む蝉しぐれのなか

疲れ果ててまづ一杯の珈琲とスイートポテトを目を閉ぢ味はふ

揺れのなか不安はさらに膨れ上がる地震アラート激しく響けば

畑に行く夫が自分で用意した冷たき飲み物玄関に残る
座り込んだ秋田犬みて寄りきたる通り掛りの人みな笑顔なり
間引き菜もうましと聞きてザーサイをばら蒔きしたればひ弱
き芽の出る
駅前の焼鳥屋より煙流れ宣言あけを待ちたる客見ゆ

みんなでと言はれてもできぬ筋トレを眩しく見るのみ「筋肉体操」

モノレールの軌道の真下で見上ぐる吾を車両の底が通り過ぎてゆく

穏やかな光に満ちた境内に枯葉付けたるアヂサヰ並ぶ
今どきの鏡開きかプラ製の御供へ開けて切餅取り出す
気になりつつ日にち過ぎたる礼状をポストに入れて夜道を帰る
勧められ精油試せば香り立ち甘き蜜柑を食むここちする
勤め辞め農業続ける友よりのお裾分けの米ありがたく貰ふ
直播きし根を気遣ひて草を取り丹精込めた米とメモにあり
梅見して帰る途中の豆腐屋でおからドーナツ土産に買ひたり
古き服もつたい無しと着てみれば春の陽ざしに白が眩しい
目を覚まし痛めた腰に手をやりて起き上がり方を先づ考へる
畑借り夫が仲間と始めたる野菜作りも三年となる
採れ過ぎや歪な野菜もそれなりに試行錯誤の手掛りなり
人懐こい野良猫寄り来て屈み込めば小さきスミレが足元に咲く
立ち止まり木々の芽吹きを眺めをれば学校のチャイムが伸び
やかに鳴る
一斉に伸び始めたるドクダミは抜いても生ゆる手ごはき相手
皮付きのタケノコ貰ひて試みる大根おろしでアク抜く方法
絨毯干しレンジ磨きて今日からの自粛の朝を忙しくする
濡るるごと緑に輝くツハブキに触れて力を分けて貰ふ
突然の光に右往左往する蟻に驚く植木鉢上げて
絡みつく蔦引き剝がした木肌には傷のごとくに根の跡残る
母の日に紫陽花送れば届いたと電話の母は声弾ませて言ふ
ポスターの五輪マスコットも気を揉むやここまできても決ま
らぬ行方に
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あきら

夕闇に薄墨色の空広がり銀に輝くひつじ雲浮かぶ

たか だ

市場からレインボーブリッジの脇はるか雲間に立てり西南の富士

高田 光 東京都
船上に古賀メロディーを聴くツアー波を避けむと東雲運河に
マンドリンに合奏さるる曲ひとつ口ずさみたり「影を慕いて」
東京港出れば視界広がりてジェット船の見ゆ大島からの
海面に数多の鳥の揺れ浮かぶユリカモメらの戻り来るや
「鬼平」のツアーに悩みけつ捲る筋を語るな情に泣かせよと
川べりの芭蕉座像の回転を間近に見むとツアーの組まる
橋マニア庭園開くを聞きつけて十超す脚立に橋を覗けり
漆黒の隅田川渡る清洲橋ケーブル二連白く浮き立つ
朝ぼらけ「いただいて踏む橋の霜」宵にはケルンの吊り橋思ふ
館長は何故短歌誌といぶかるも木島師の下此処に学びき
ベランダに三十年前は富士を見きスモッグ消えた澄んだ冬の日
都心部に高層ビルが立ち並び視界の断たる彼方の富士の
夕焼けのシルエットなる黒き富士荒川沿ひの西南にかすむ
北斎は橋げたの下に富士捉ふ真直ぐ流る小名木川の西に
地図帳に富士と我が家の緯度調ぶ一度足らずの二十分ほどの
散歩には経験則のナビに依る内なるコンパス地形に惑ふ
右奥の臼歯の一部欠けたまま食事をするも何かが違ふ
欠けた歯が犬歯の如くものを割き臼の役目を果たし居らぬか
切れるならそれでも良いと歯医者云ふ味覚違ふと抗弁の吾

子犬ひく婦人に蛇を知らせれば慌てて子犬を胸に抱き上ぐ
川沿ひのマンションなれば鳥たちの飛び行く姿しばしば窓に
マンションの八階なれば行く鳥と上から眺む公園の樹々
羽田発の航路が変はり晴れた日は窓の上部に機影の光る
曇り日は機影の見えず時々にくぐもる音の過ぎるを聞けり
大規模の修繕工事進み来てマンションすべて網に覆はる
外観のデザイン三種提示さる決めはいつもの住民投票
蝉の声まだ初鳴きを聞かぬ間に黒き影みゆ網を透かして
梅雨空に日を遮ぎゐる黒き網日中なれど部屋薄暗し
外に出で解放感を味ははむ湿度高くも爽やかの風
ベランダの鉢類一時移動する部屋名付けて仮設置場に
花の鉢野菜の鉢や盆栽も所狭しと混在しをり
共同の水栓なければ各々がバケツや如雨露に水遣りに来る

落ちてなほユニホーム着の観戦あるらしく直ぐにも届く禁止のメール

日焼け止めに上半身を防御するも水遣る婦人は素足にサンダル
不要なる鉢植ゑの土の捨て処産廃業者を探せど居らぬ
建物を覆ふシートは風弱め煙草の匂ひを内に籠らす
ベランダの喫煙禁止の張り紙が再び貼らる三年ぶりに
片足の必死の蹴りに銀取るも笑顔に述ぶる次は金ぞと
オリ・パラの競技開催無観客シティガイドの吾ら呼ばれず
有明にミニ聖火台の設置さる観客誘導密を避けよと
応募せるマラソン競技のボランティア倍率高く落選通知

家族葬ぶじ済ませたと通知あり二人の友の葬儀に行けず
一年を経て納骨の便りあり故里なれば墓前に友らと

咬み合はせより強き人は歳とれば歯も自づから欠くるを言はる
奥二本充填剤に整形し咬み合ふ具合診るを告げらる
通常の検診に向かふクリニック全スタッフが防護服着る
特別な事ではなくて緊張を作るも地域医療であるらし
花粉症の薬処方の診察のついでに頭痛あるを訴ふ
喉痛く熱はなけれど頭痛あり症状言へば風邪との診断
鼻と喉診察終へて風邪といふ念のためにとＰＣＲを言はる
唐突にＰＣＲと言はれても何の検査か及びもつかず
２ｃｃ唾液溜めよ瓶よこすコロナの検査とこれにて知れり
２ｃｃすぐには唾液溜まらずも梅干し思ひ口をすぼめる
検査後は疑陽性者に扱はれ会計待つも控室の外
めつたには為さぬ検査に遭遇し拾ひ物だと妻に吹聴
電話にて結果出たるを確かめて診察受くれば「ケンシュツセズ」と

確実に痩せむとするは断食と朝食抜きを妻は勧める
四日ほど続けてみれば体重の二キロ減なり次は五キロに
朝食は健康のもとと忠告を数人呉れる吾を気遣ひ
昼までの時間配分なめらかに空腹おさへ学習進む
入院時食事半分食べ残し減量五キロ難なく為しき
公園の柳楠ことさらに若葉の淡く目にも春めく
ここにまたなんぢやもんぢやのあるといふ植物園の養生所跡
赤ひげのモデルとなりし養生所古井戸ひとつ遺構に残る
上方に滝でもあるか水の音樹々吹く風のがうがうと過ぐ
ギラギラの豚骨スープと太麺のラーメン合はず学生街の
青大将胴体太くうす緑四尺ほどの長さにてあり

霊園に続く山林鹿の棲み歯形の残る供花散らばる

たかはしよう こ

家中に香り充たせてジャムを煮る「待っているよ」と兄より電話

高橋燿子 ☆ 埼玉県
川霧のなかにはばたく白鷺のさま見事なり幻想の世界
白鷺の群れの中ほど二羽の鵜が黄の嘴見せて動きの忙し
移動する鵜を追いかけて白鷺の群れ飛ぶ翼あさひに染まる
町までに六キロ余りの通学路冬の日没恐れはしりき
よみがえる想いの中の学校も山道もなく仰ぐ山脈
自転車に積めるだけ積みて柚子の香と夕焼け空の畦道はしる
日のあたる座席に翳る思いのありて病後の娘が待つ岡崎まぢか
娘の背触れいる我に「元気だよ」と明るく笑ういつもとかわらず

病院の話題あっけらかんと饒舌な娘と向かい合う鰻会席
足腰も鍛えているらし回復の確かさ間近に安堵の吾ら
「御馳走様」を子供のように繰り返す元気になれるとおごりたる鰻

甘酒の打ち上げそこそこ新年の飾り手に手に集いの終わる
「散歩かい」土産物屋が声かくる子の権現の坂にあえげば
五つ六つ蕾ふくらむ紅梅が冷たい風吹く頂上に立つ
道端に黄の花掲げ福寿草微笑み誘う小さな幸せ
町中に鬼打つ声がきこえたる昔を語りつつ夫と豆食む
二階建ての園舎が出来て通園の子等の声に感じる成長
将来の職業に及ぶ母娘の話題ふたりの顔に至福のかがやき
喜びの祝いの声高らかに爺は保証人の印を押しいる
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殻を割りて突き伸びるようにほどけゆくポピーの花は蝶を顕たせて

吊るし雛に友等は関心傾くか触れつつ質問矢継ぎ早なる
吊るし雛作ると即座に友等は決める目標一つ増えた約束
三日ほど遅すぎたと友は言う二つに割れた白菜を抱き
南風受けてたちまち苞を脱ぐ白木蓮日々ふくやかにして
いたどりの赤い芽を出す川土手にふわりふうわり桜の花びら
活気ある親子と共にカメラ持つ夫と並びぬ動物園に
コロナ禍とインフルエンザに展示は中止動物の目に勢いあらず
急坂を子等と上がりてペンギンの泳ぐ水槽あかず見ている
子と孫の読経のかたわら機嫌よき母の面差し瞼に浮かぶ
声明の響きの中に父に似るリズムのありて耳傾ける
犬連れて歩めるわれに三人の園児が手を振る夕焼けの窓
突如目に飛び込む五つ葉のクローバー摘めばたちまち上昇気分
鈴割のときめきに似る目の前のポピーが不意に開く一瞬
集い合う日はもう間近とそれぞれに来し子等が言う母の日の今日

時期遅きハンカチの木を見上げれば待ちいてくれたる花が三つ四つ

青波の上に遊べる風の子と翻りつつ泳ぐこいのぼり
春山につどいて手作り料理の宴京尼寺のテレビにくつろぐ
友よりの近状知らす便りあり浮かび来る紫陽花を造るその声
支援ホームに住む友へのこもごもは折々に咲く花の様など
途絶えたる便りが届き花好きの隣に伝える友の情報
「会える日が来るかしら」ポツリ漏らすコロナ禍に米寿迎えて
浮き浮きと夫が採りたる小さき茄子青さを残すトマトもある
不調なる体を「ポンコツ」とからかわれ「新車になりたいの」

コスモスの種が芽を出し育ち来てコスモスらしき葉模様を見せる

北風の勢いの増すバス停に老女三人防護柵を掴む
かたち良き瓶へ藻を敷き餌まで添えメダカ三匹届きたる幸
晩秋の澄みたる空へ沿う如き満天星と楓の紅葉
極まれる寒きついたち空は澄み庭の真んなかひたむきて合掌
パンジーの株植え独り手間なればこの冬ほんの十株を植える
理にかなう息子の言葉を隅へ置き今日の成就を喜びて寝入る
水替えにメダカ三匹移すとき一匹逸れて慌てひろう日
藤村の千曲川の詩をぼそぼそと諳じ歩く河川敷の早春
北風に籠りて回すチャンネルに幾度か観たる「追憶」の放映
若き日を想いつつ観る「追憶」に気持は若いと頬を緩めり
受付に生日を告げる高き声の老女はわれと同い年らし
姉宛に昔むかしを綴りたるを読み聞かせ呉るる甥に感謝す
立枯れて門近く見るピラカンサを古鋸に今日は払えり
それぞれの個性が運転に出づるらし後部座席を次男は勧める
携帯を止むなくスマホに切り換えて子等の教えを書き留む忙し
植え替えの雑を反省しつつ待ち莟ようやく君子蘭二鉢
大振りの荷物をさげて門をあけ途端に蹌踉めき庭へ転び入る
寂しいはみんなおんなじ我慢とぞ折おり言いき声懐かしむ
終日を家のまわりの作業して三日経ちても疲れは取れず
手に易し軽き農具を購いて花壇に石灰撒きて耕す
こんなのが欲しかったのと翳したる浅紫の日傘の届く日
夏咲きのコスモスなるを今知れり姉さん被りが闊達に笑む
本を読む時間が増えてルーペ持ち独りの起居は慎ましく過ぐ

葉を摘みて色づく桃のフルーツラインに切に焦がれるコロナ禍の中

とすかさず返す
「すぐ食べて」一声残し姿なし桃とプリンのケーキ置かるる
様々な食べ方がある桃一個丸々用いたドラゴンケーキ
取り沙汰を引きずるままの東京五輪猛暑の日々を居間にて観戦
狭き庭のたわわなる渋柿往来の人が楽しみき浅草なれば
梅ほどの柿の実をつけ那須の地に移植されたり戦後を生きいる
届きたるまだ固い桃をさっそく齧る夫は酸味渋み味わう
食べ頃を伝える我に「おあずけは犬だけではないのね」と友
寄り合いてお茶飲むときも聞き取れぬ聞き返しつつ疑問符ばかり

施設あて塗り絵とセーター姉に送るコロナ禍ゆえの無沙汰詫びつつ

黄金田の上を群れ飛ぶ赤とんぼ夕日の中に煌めきまして
晴天の竹寺目指して登る坂右左に楽しむ窓外の景色
急坂をゆっくりあがる足重く本堂の前に息を整う
腰おろし抹茶頂く竹茶碗手に懐かしむ自然の温もり
三人の子等が駆け出す坂道を見守り待ちき若かりし我ら
いっときの香り華やぐ金木犀今年二度咲く吾の生日

た なかゆう こ

さとの庭の柚の実あまたに届きたり大つぶ小つぶをほっこり見入る

田中祐子 ☆ 埼玉県
休耕の畑いちめんコスモスの薄紅が揺れる日本晴れの午後
通院の帰りのバスの待ち時間を亦も立ち寄る園芸店へ
柚の香が厨へ満ちて特製のジャムが仕上がる今日の充実

診察の済みて辞するに椅子を立つ瞬間ヨイショとわがくちが言う

何故と無く戦国武将に拘りて読み継ぐちからの褪せぬを喜ぶ
丈低く早くも咲けり夏咲きのコスモスややも頼り無く揺る
コスモスと百日草の清しかり小き花壇に日々解かれをり
植え替えを腰庇いつつ纏めたる君子蘭三鉢今日は梅雨晴れ
昨日の放映炎のランナーのテーマ曲今宵ラジオにまた聞く
戦国の時代へ僅か分け入りて電子辞書繰る雨の独り居
夕焼けが窓いっぱいにひろがりて先程までの梅雨雲掻き消ゆ
すっきりと目覚める朝は直ぐ庭へホース握りて花壇に水撒く
日盛りの徒歩二十分を覚悟して歯科の予約になんとか間に合う
右奥の磨きが雑とまた言わる地元ことばに地元の歯科医
身なりには無頓着なる子の車少し派手目へ今日は乗せ呉る
この写真の母は幾つと数えつつ並ぶ三つ編みの少女に緩む
ふんわりと和む盆入り転た寝を懐かしきひと見守り呉るる
新しき眼鏡はやはり嬉しかり明るき色のブラウスを買う
息子達と同じ高校のよしみにて時折来たる女性に和む
今日はまたその友人を伴いて揃いて還暦迎えましたと
そそくさと通夜の帰りの車窓より中秋の名月虚ろに眺む
真っ暗の家はわが家で在りとても躊躇い入る通夜帰り来て
消毒の機会はかれず蝕まる花壇の小薔薇を鉢へ移せり
けいとうが二三花壇へ残り咲き空いたる場所へ勿忘草を蒔く
試し蒔く勿忘草は如何許りその名に惹かれ育ちを楽しむ
コロナ禍の規制緩和に長男が久々来たりまあと見とれる
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た ばた い

お こ

南天の影をどり居る読みさしの文庫のページに展くミステリアスは

田端五百子 岩手県
毛布足し今年残りの蚊遣り焚く蚊はか細げに泣く襟足あたり
佃煮の蝗が睨むと声上げる園児の廻り人垣できる
蝶の死骸担ぐを仁王が睨み居る身の丈以上のことをする蟻
レプリカの一本松は秋の陽に輝きながら浜風にしなふ

椅子二つ空けて掛けたる止まり木で今年のワインおづおづ試飲す

信号を待つ人々に先駆けて赤とんぼ二つ遮断機越えゆく
暖簾のごと名産柿は吊るされて駅のホームに小春の日差し
亡き夫の蔵書黄ばめる文庫本ぺージにあの日の葉つぱの栞
親木より枝分かれして三尺ばかり二つ実をつけ秋陽に輝く
筆断つと決めて賀状に丑を描く中の一枚夫の墓前に
白魚と称へられたる母の手を握ればかさつと枯葉の音す
枯葉敷く桜並木の向う側マスクの自転車列なし通る
屋根裏の柳行李に無造作に詰めらる昭和のメンコ・ビー玉
五葉峰背負ふ我が家は凩の吹き止まりにて底冷えしるき
枯れ蟷螂ひそむ戸袋薄日さし小さき影のわづかな動き

ベランダに寝袋敷きて我家の上通過するとふ宇宙船まつ
ストーブにことこと煮たる蕗の薹手の甲に採り味見する午後
久しぶりマスクの中で爆笑すたつぷり落語楽しみしよ午後
夢などを語りし土手にマスクして桜吹雪を浴びる女子会
花を待つ人居らざるに屋敷うち万朶の桜雨に濡れをり
鉄塔に結びつけらるる鯉のぼり自粛の街を見下ろし泳ぐ
山門にマスクとマスク往き交ひて黙礼交はす春の中日
海開き潮の恵み岩の間をたゆたふモズクをみならは摘む
仁王立ちに沖を凝視する船頭は「よし」と船子に出航告げゐる
マスク外す日を願ひつつミントの香の泡で一日のマスクを洗ふ
三鉄のトンネル出でくる一瞬を友は待ちをり桜吹雪く下で
うながされ坐り直してもう一つ頂く柏餅舌にとろける
山焼きの終ヘし原野の一面は蕨生えきて緑に染まる
「そこいらまで」用あるやうにそそくさと老い歩みゆく自粛に飽いて

打ち寄せる波と一体サーファーのダイナミックな技テレビは写す

こなさねばならぬ予定など今日はなく生き居るだけで花丸とする

数学の追試にうなさるる夢に醒む置いてけぼりの青き傷口
スクランブル寡黙往き交ふ年齢不詳マスク軍団に風花の舞ふ
園児らの卒園の劇「かぐや姫」色紙の月が緞帳に張り付く
からつ風荒ぶ夕べも山門の羅漢は薄き袈裟を一枚
サーファーの宙返りして波に立つ台風迫る五輪の海辺

すぢ

ハンゲショウ小さき花咲く白き葉の見えて爽やかいつもの道に
二叉に幹の分れて天を指す木の傍らにラジオ体操
白雲の細く幾筋流れおり夏至の夕べの残る光に
軒近く咲き登りたるタチアオイ激しき雨に大きく揺るる
大空にブルーインパルスの残したる五色の雲をカメラにおさむ
コロナ禍を無事に終るを願うなりパラリンピック今日開催す
朝露をおく草むらに湧きいづる虫のすだきに今日は始まる
布袋ふたつに植えられたじゃが芋の枯れ色の葉を九月の雨うつ
米店の店先の桶に植えられた稲穂しだるる秋見つけたり
惚けたるか心は人を恋しいと日がな一日街をさ迷う

コロナ禍の最中オリンピック開催さるテレビの桟敷より拳ふりあぐ

密を避け開けたる窓より筋向ひ鰻焼く匂ひ入りきて議論煮詰まる

汐風の吹き来る牧に睫毛伏し一途に母に付きゆく仔馬は
震災の遥か昔の梅酒汲む黄金の雫グラスにみたして
啄木の十五のこころ如何ばかり牧に寝ころび蒼天仰ぐ
コンクリートに固めたる水底を鮒泳ぐ身をかくす石ころ辺り
に在らず
草野球打席に入る補欠の子額の汗が夕陽に光る
屋根裏の母の長持ち開き見る緞子の布団に錆たる懐剣

筋書きの非ざる舞台に挑みゆく数多の敗者の涙うつくし
汐風にマスクを外し自在なり一本松の下鼻歌溢れ来
けあらしの海一面を覆ひゐて徐々に晴れゆく今日は面接
うすもの

ライト浴ぶる孫のエナメル靴のごと真つ赤なサクランボ店頭飾る

ぷっくりと膨らむ蕾のチューリップ葉は万歳の形に広がる
今年はや河津桜の盛りすぎ花見の道にロープ張らるる
川縁の柵に凭れればゆりかもめ一気に飛び立ち吾が上を廻る
緑ぐむ公孫樹の向こう三本のメタセコイアのとんがり楽し
青空に鯉のぼり泳ぐ園庭にマスクの子等の集うも静か
陽を散らす大樹の木下射干の花うす紫に今年も咲けり
葦原の先に広がる荒川の水面をかすめる黒き鳥影
ふんわりと蒲公英綿毛膨らみぬ良き風待つや朝の川辺に
団子坂曲がれば涼し水音の須藤の滝は木漏れ日の中
ざりがに釣り何匹とれたと自慢する子等の瞳の懐かしくして
魚みえぬ池の上を渡る綱に鯉幟はゆうらりと泳ぐ
何ならん突きぬけるこの青空を赤きヘリコプター回り続ける
スピードの出しすぎなるか若者の車落ちし川光りて流る

羅 の背縫ひの条の真直ぐに滲む汗さへ見せぬ師匠は
黒揚羽われの息災を確かむるか仮名描くやうに窓下に舞ふ
夏の葬マスクの無きは遺影のみ座敷にともかく風を通さむ
夏雲の影に入りたる校庭に野球少年らの歓声高し
炎天下マスクを顔に張り付かせ誘導棒ふる老いを見て過ぐ
金・銀・銅悲喜こもごもに夏の果てテレビ桟敷の声援終はる
コロナ禍にかすむ五輪も終戦も我が誕生日さへ忘れて八月
見得を切る不動明王居る山門ぬけでて炎暑の街に来たりぬ
けあらしの海面を覆ふあさぼらけ警告灯の空中に浮く

なが お ひろ こ

長尾弘子 ☆ 東京都
寺の囲りの生垣沿いにハクビシン人を気にせず吾が前を行く
親を追い小さき二匹のハクビシンこんなところに餌を探すか
初詣では先延ばしときめ長き列横目に通り過ぎ来たるなり
子等巣立ち寂しき部屋も夫と二人ここに住まえば穏やかにあり
短日の乾燥注意の続きたる夕の小雨に石蕗の葉光る
胃の腑より温みて優し七草粥の香りもうれし一人の食事
手作りの雛人形を飾りたり吾のちいさな幸せとして
店先にチューリップ並び子等の声弾けて一歩春に近づく
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にしたにじゆん こ

西谷 純 子 東京都
何事も骨惜しみせぬ後輩さん茶道も短歌も吾を越しゆかむ
昼食の客を送りて自転車飛ばし茶室に入るも笑顔で挨拶
時として瞼閉ぢゐる時もあるそんな彼女をそつと見守る師
年老いたる父上の後引き継ぎて頑張る彼女は中華屋さんなり
古里より届きたるダンボール開くれば菊の香部屋に漂ふ
毎年に送りくださるシクラメン縮れ花弁に部屋内華やぐ
羽田より飛び立ち来たる旅客機の朝日を受けて勢ひ西へ
次次と爆音立てて飛び進む空に活気の戻つて来たか
飛行機を眺める度に姉達に逢ひたしと思ふ今は帰れぬ
両親の墓参も出来ずコロナ禍に暫く待てと姉弟の言ふ
小春日の川に糸垂らし男女ふたり魚の方が上手のやうだ
年末の大掃除にも身の入らず今日も過ぎたり「相棒」を見て
寒い夜は豚汁が良いと夫の言ひ厨に立つも足の冷えくる
夕かげる川に冬鳥の姿見えず場所変へしたのか気がかりになる
御参りもお焚き上げもなく除夜の鐘も聞こえず花火なく蕎麦
すすりたり
七草の七日粥の草求め我も並びて三パック求む
年明けて夫は息子にあたたかきヒートテックの下着贈らる
新しきスマホ操作に戸惑ひて記憶力低下身を以て知る
ブランコやすべり台にも消毒す清掃員さん誰を思ひてか
此の所部屋の中でもつまづきて歩かぬ足の弱るを自覚す
大根の千切り塩揉み逆剥けの指に染みるはしみじみ痛い

お喋りもストレス解消になるらしく別れ際にはありがたう又ね

ピーマンの肉詰ぎつしり詰めたるを息子頬張るお腹ぷつくり
紫陽花の前に住民集ひたりコロナコロナでうつぷんばらし

い

ま

ベランダのコンクリートの陰で焚く迎へ火にバケツの水用意する

現在の世に苛立ちながら生活し昭和の歌にコロナ忘るる
信号機何の為に有るのやらケイタイ片手にタラタラ歩く
青き実の色付き初むる柿眺む枝ごと手折る人のゐるらし
散歩道保育園は声高に久しぶりなり涼しい朝よ
一畳に一人づつ座る茶室なり馴染みの顔と笑顔で会話
茶室にて濃茶と薄茶いただきてコロナのことなど忘るる一日
蛇口より飼主は水を両の手に犬は音たて一気に飲み干す
前夜にてプラごみ集め玄関に今ではごみ出し夫の役目
住宅の半数以上は高齢者ゴミ出しをする男性多し
十月は娘と私の生れ月夫と息子が祝ひくれたり
テーブルの上に並んだ馳走見て娘とニッコリ又来年もね

の むらしょういちろう

行きたくも行けぬ人等もをるものをＧｏＴｏイート・ＧｏＴｏトラベル

故
野村 昭 一郎 東京都
朝空に光る白雲幾幾と望みあるごと並みて移れる
微妙なる描線の味あたたかき友の文字絵の賀状もう来ず
二日から売り始めたるスーパーの残り数の子半値で並ぶ
お互ひに気をつけやうの空念仏しまつたはずのあれ見当たらず
医療用語加はり増えるカタカナ語調べはすれどたちまち忘る

久しぶりの遠出に疲れたる吾かすつかり寝込み「着いたよ」の声

穏やかな冬日に寝具ホカホカにコロナ忘れてぐつすり眠らう
今吾は炬燵に入り古里の「かんぺい」食べる時の幸せ
横浜の妹の所に届けもの高台のマンション急な坂道なり
中庭の木々の周りに植ゑくれたオキザリスの黄に気持やんはり
病院へ向かふ車窓より目に止まる白き辛夷の花よ春なのね
姉妹で遍路参りの約束はコロナに邪魔され御預けとなる
茶の道を導きくれし師の語り如何許りの努力されしかと
四国四県区別のつかぬ友のゐて図を書き知らすに上の空なり
コロナのせゐで体重増したと友等の言ふスリムになつたと言
ふ友はなし
ワクチンの接種は近くのスポーツ会館申し込み初日に取れて
ほつとす
接種日を待つも不安の増して来るテレビ等に振り回されるな
掛り付けの医師に大丈夫と励まされ笑顔で肩をポンと一つ
補助の方気配りの良く三十分休憩の吾に気づかひ下さる
一度目は顔に汗との戦ひで八時間ほどでやうやく治まる
二度目には動悸と足の震へあり用意されたるタクシーに帰宅
友達と会話の終りに必ず出る「こんど食事に行きませう」
内閣の支持率幾度出されても何の変化も無きに近し
古里の土にしつかり根を張つた大葉は今はプランターに育つ
「大葉はな半日日に当て半日日陰」教へを守りスダレで日よけす
昼食のソバ、ソーメンには欠かさない大葉と青のり我家の定番
夏野菜猿や猪に先こされ送つてやれぬと嘆く姉なり

ドア開けず判子も要らず写メールの届き廊下の「置き配」取り込む

月一度休まず届くカタログ誌白人モデルの老いてダンディー
ドリブルの独り練習折り返す少年は息大きく吐きて
颯爽と黒いタイツのハイヒール寒くはないか形よき脚
息子等が本になしたるその母の歌のいくつか殊に身に沁む
通帳の残じりじりと減るなかを払ひ戻さる高額医療費
ＯＳの古びて読めぬサイト増え口惜しけれどもまだ買ひ替へず
十年を使ひて終ぞ故障なく馴れたるソフトに不足覚えず
齢故と医師の奨めぬ再手術されどもここは五分五分選ぶ
樹々の間に光あつめてきらめける町川見ゆる病室の窓
四ベッドカーテン仕切る空間に修羅抱へたる寝言譫言
繃帯の数多干さるるその影の風に踊れる病棟の壁
説きつづく看護師の声とどかずに訴へやめぬ耳遠きひと
賭に似る手術幸ひ吉と出て脆き残生少し息つく
杖なしで部屋の隅まで行き戻るわが足どりも調査項目
副作用難ずる我に医師答ふ薬止めよう咳では死なぬ
雨あがる横断歩道の白線の屈背のわれに眩しき五月
来し方の砂町線の軌道あと囀つつみ木木生ひ繁る
一面に草の蔓延る線路端照りては降りて初夏の空
小やみなく雨を降らせて灰色の五月の雲の移りは速し
生ひ立ちから話し始める大臣のどこかあざとき就任の弁
ああでなしかうでもなしと切りもなく夜の湯槽に歌まとまらず
男とふ理由で我れの頼らるる憚り多しジェンダーの世に
録画観る真昼間からと言ふなかれ我が娯しみの鬼平・小兵衛
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二つある定食メニューハンバーグトマトソースの今日は売り切れ

社交ダンス教へくれたる友あれど男ばかりで長く続かず
窓口に替はる医療費精算機患者番号点るのを待つ
雨あがりまだ濡れてゐる青空を余さず占めて太き虹立つ
運転の白シャツ袖をたくしあげ赤き車体のディーゼル車過ぐ
瑞瑞と白木蓮は若葉どき空の明かりを透かせ広がる
虎杖に絡み咲き継ぐ小昼顔貨物軌道に沿ひて広がる
古びたる庁舎５階の突当り職員食堂ラウンジオアシス
ラウンジも悪くなけれど食堂といふ名の似合ふ食券売機
慎重にＢ定食のトレー持ち隅の落ち着く席へと向かふ
半分にして貰ひたる定食の飯をやつぱり一口残す
高々と日に透く青葉騒めきてユリの並木に風よく渡る
いい鼾かいてましたと妻は言ふ眠れぬままに目つむりゐたるに
物買ひに店に入るとき使ひたる「お呉れ」「下さいな」今は
聞かれず
水飲みて噎せて入院せしといふ若大将も齢には勝てず
在宅を確め終へて宅配はすぐに台車を押して駆け出す
梅雨明けの近きを告ぐる雷鳴の遠く響けり二たび三たび
せはしなく鳥鳴き交はす木の繁み雨をふくめる風が揺さぶる
とりどりの柄のマスクに馴染みきて衰へ知らず疫禍の日日は
筋トレに励みし日日は何時のことブルワーカーをゴミとして出す

千葉県

長命の親の達者を知らせ来る長男の文字親によく似る
眼を捉ふ壁のゴッホの自画像の何を見据ゑるむさき髭面
誰が吹くオカリナの音か懐しく棟の廊下に点る梅雨の灯

の むられい こ

中禅寺湖のさざなみ岸にうちよせて貸しボート幾つ待機してゐる

野村灑子
回転する座椅子に注意し乗りたれば案の定回りころがりて腰うつ

道行けば林を陽にぬくめつつ山の坂々あまねく照らす
歩くのに障りのあれば台所へ運ぶもの近く迄置いておきたり
実のなるが一年おきの柿の木よ今年の暮は枝に色なき
今の吾よりずつと若かりし中学の女教師の写真皆貫禄のあり
魚市場に写さるる籠の中のホヤ吾は一度も食したる事なし
甘塩と表示のありたる色うすき大粒の梅干し迷はず手にとる
又少し太りたるらしスカートやズボンのウエストほどき幅出す
太平洋を吹きくる風は冷たくて花畑より水仙の束かかへくる
小学校卒業時の写真みせ六十六年前の吾をあてさす
冷静に考へれば小さなる事が発端と思へる夫婦ゲンカは
春の予感花摘みの原にあふるれど海渡り吹く風は頬刺す
定刻のリハビリ室に集ひくる押車押す人片足引く人
週二回リハビリに励む日々なれば翁嫗らと笑顔を交はす
己が孫の如き年端の療法士に従ひ翁嫗らはリハビリ励む
火災報知機鳴りて驚く食パンをレンヂに焼くに炎の上がりて
大銀杏林立するかなた青空の広がりて冬の陽は雲も生ませず
血の止まり絆創膏をはがしみる切れこみ深く口開けてをり
食品店の店主小学校の友にして客のをらずば卒業写真見合ふ
切り詰めし白椿の花の面あたり明るく輝きてをり
物音もせず春の陽はあまねくて世の人等今何をしゐるか

遙かなる雷鳴ありて暑き日の空のたちまち暗みゆく午後
やり過ぎて悔ゆるは常のことにして後はすぐさま忘れて懲りず
衰へを忘れふためくこと増えぬ噎せ返るのもその一つにて
ちりぢりに鳴き継ぐ蝉の声のせて風はしづかに夜を吹きくる
内村の敗退告ぐる大見出し「挑戦に幕」吐息して見つ
アメリカンドリーム爲せし少年のボード遊びの金メダル受く
開催は反対なれど感染は止め処なけれど競技に観入る
崩れてはまた盛りあがり流れゆく夏の終りの夕雲の群
ひたすらな杖の歩みとなりてより人目気にすることも覚えず
齢とりて夜中の咳は辛いよと聞きたる言葉思ひ出すいま
Ｔシャツを着こなし立ちて筆揮ふ野見山暁治なんと百歳
中吊りのあの極太の大見出しもう見られずと思へば淋し
中吊りのぎつしり並ぶ見出し文字読ませる工夫凝らせしコピー

走りゆく車内を歩き中吊りを替へゆく手際あざやかなりき
色覚の異常打ち明け師に問へば心配無用と道を示さる
中年の才なき不器用者われを見捨てず育て給ひし我が師
視力落ち仲間引退続くなか師はパソコンを学べと言はれき
烏口絵の具もペンもみな捨ててマウスとキーに向き合ひたりき
われ痩せて密着悪き聴診器時間を掛けて医師は音聴く
ドクターの病名予想やや外れ隔離の難は幸ひ免る
常なれば入院なれどこの身体寝たきり恐れ通院となる
患者との対話惜しまぬ医師にして触診をなす手間を厭はず
丁寧な診察何時も長引きて時間遅れをドクターの詫ぶ

診察受付の女は行動のゆつくりな吾をゆつくり待ち呉る
玄関の扉の上の大時計電池替へれば時刻みはじむ
毛布しまひ腹の上心許なくて敷毛布の暖に助けられゐる
窓開けて見る目の高さ同じなる同じ景色を飽かず見てゐる
漂白剤使ふ時はエプロンをと色の抜けゐるスカートに思ふ
雲動き少し円には足りないが月が輝き持ちてあらはる
夕空の白き月見てスーパーへ入りて出づれば激しき雨にあふ
乾きたる舗道たちまち水張りてへこみたるところ雨水たまる
停留所の植込みのなか小判草豊かに広がり光りてをりたり
診察予約は昨日でしたと受付に言はれをる老いすごすごと帰る
検温機に顔を写して平熱の患者は歯科に呼ばるるを待つ
杖つきて片足をひく老紳士渡り終へ車上の人に頭を下ぐ
川の水さゆらぎもせず溜まりゐる水の面は油に光りゐる
惣菜の材料を袋より先づは出すアッといふ間にゴミの増しゆく
十分間のペダル漕ぐ度減りてゆく数字を見つつリハビリ励む
降るかとは見えず重いくもり空広がりて人の心も晴れず
スーパーの植込みの中草刈られゴミ芥なくさはやかな気分
小判草植込みの中に広がりて江戸時代ならば何両なるか
妹が届けてくるるホンビノス貝今夜は炊き込みご飯にしよう
背もたれに安易に体をあづけゐるそれが悪いか背筋の痛み
この痛み姿勢も関係しゐるかとソファーに安易に背中譲らず
厨辺に緑の林のある如くタッパーより伸ぶる豆苗の勢ひ
老婆同士の話す声の大きくて耳遠きが故と悟りたり
耳の衰へ気になりてよりテレビより発する音量を時々調ぶ
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見渡せば四方を稜線の続きゐて濃淡の山々しだいにあらはる
手をにぎり動き回れる妻制し受付往復するは夫らしきよ
気密性高きと思へる部屋内に蚊のぶつかりあひつつどこかへ消えぬ

食用のオクラの花を賜りて咲きたる姿思ひてかみしむ
腰捻り足広げたり閉ぢたりしペダルをこぎて今日のリハビリ
頭髪を短く刈りて衿足の涼しげになりぬ若き療法士は

はま だ

訃報にてトラップ大佐の顔浮かぶエーデルワイスにドレミの歌も

真冬にもストッキングにスカートの同年代に感心をする
早送り出来ず初めて気が付きぬそうだこれは録画では無い
駅前に唄う人あり聴く人も五、六人いる寒風の夜
何百首ありても語りつくせぬと「清流」読みて想う一生
愛媛が夫の実家とポンカンを貰いまあ良いお里ですこと
『資本論』今更ながら共感す百五十年前の名著なり
頑張って唄って下さいましたと我が唄の批評が妙に可笑しい
習慣を変えるの一番難しくなる程昨日と時間が同じ
好位置という名を知りて驚きぬ男の名前でコウイチと読む
屑かごに丸めたティッシュ投げ入れて入っただけで少し爽快
いち日の気温差十度以上あり上着にマフラー持ちて出掛ける
感染で医療体制緊迫し急病患者の手遅れを知る
日本のジェンダーギャップ指数は世界の中で最下位の域
手早く化粧が出来ぬと気が付きてそれ程長くマスクの生活
やるべき事無理矢理忘れ絵に向かうそうでなければ一年描けぬ
歌集に寄せてを読みて改めて唯一無二なり『フリーステッチ』
駅までの徒歩は五分で汗にじみ今日の強風心地よきかな
セロリ好き見た目も味も歯ごたえも急に食べたくなる物のひとつ

経験でこなせぬ世となりて息子より若き社員にパソコンを訊く
魚の骨奥歯の根本に突き刺さり棘抜き使う初めてのこと
掃除を溜めてやるのは反動あり今日は二階だけにしておく
都内にこんな素敵な公園が有るのを知りて広さに驚く

浜田はるみ ☆ 埼玉県
目の先につかめそうな羊雲風も日差しも夏とは違う
冬雷の歌提出後直したき言葉見付けて何故今頃と
呼び笛に拍子合わせて渡りたる横断歩道の保育園児たち
テレビもコンピューターも無い時代人の五感は働いていた
コロナ以来初の遠出の車窓から校庭の生徒見るだけで嬉し
電子機器寿命みじかく消耗品スマホは三年パソコン五年
歩数計アプリをスマホに入れてから二十分の距離駅まで歩きぬ
プレミアム商品券の交換日長蛇の列はビルを巡りぬ
六歳には重くて大きいランドセルやっと出来たか通学リュック
ベートーヴェン大好きなれば日本人に一番人気の作曲家という
小品から交響曲までベートーヴェンどれをとりても美しき哉
神社の代理参拝お守りも通販となる令和三年
変化なき自粛生活コーヒーをキリマンジェロに変えてみたりして

お手本のつもりで読みぬ『朝昼夜』小説のように読み進みたる

余りにも見晴らし良くて気持良く絵を描くよりも歩いていたい

ち

こ

会津より送られ来たる大粒の林檎刻みて「ゆずりんご」作る
来月は早くも姉の一周忌コロナ再燃に姪の戸惑い
コロナ前で看取りも葬儀もできたのが幸いだったと姉を思いぬ
朝気付く夫の部屋の障子戸の桟のひとつが折れて開かずも
表具店に電話をすれば御主人の声変わらねど話通じず
父とよく間違われますと息子さん声、話し方なんとそっくり
きびきびと仕事の確かな表具師さんに跡取り育ち頼もしきなり
新しき紙白々と障子でき片付く部屋に正座してみる
コロナ禍に一年経ちて終息の気配は遠し学べと声する
冷静な判断と言うもの自分事なればできずに苦しき数日
今朝の夢 枕元なる大き花器にブルーの小花が広がり咲けり
枕元の花は夫が生けくれた夢の中にてそう気付く我

沈み、浮き、ひとまわりして用水の澄みたる水面を柚子の実流る

思い切りパチンと切れば柚子の実のひとかたまりが用水に落つ

用水の向こう側から久々に我が家を眺む小春日和に
柚子の実を高枝鋏で収穫す睦月晴天ひざしが熱い
北側は取りやすけれど柚子の実の皮黒ずみてみな小粒なり
南面の枝は用水の上に伸び柚子の実盛れど足場危うく

同情はだめでしょあなたの不注意が犯罪者を生むと息子に悟さる

エビ無しのパエリア食べつつ食材を盗りたる人の食卓思う

カゴに結ぶバッグのひもをプッツリと切られて食材あとかたも無し

アサリ買い急ぎ戻れば自転車の荷台のカゴにバッグはあらず

アサリ足りずもう一軒のスーパーへ 重きバッグを自転車に置く

赤と黄のパプリカ安しエビその他十五品買いバッグぎっしり

磨かれた革靴いいなと思うのに自分の靴の手入れ怠る

セイタカアワダチ草はまだましで下の草むらなんと細かい
睡蓮と紫陽花にはまだ早く見頃の菖蒲を描き始めたる
バレエを踊り続けて七十年森下洋子の連載始まる
森下さん七十二歳のジュリエットなんてしなやか愛らしいこと
同じこと続けられるのは好きだから努力ができると森下さんは
バレエに縁のない方に見て欲しく施設で踊り交流もする
けいこでいらないものが削ぎ落とされ必要なもの明確になると言う

毎日のバーレッスンは欠かさずに現役長く続けたいと言う
見上げれば入道雲と雨雲が左右にありて急いで帰る
絵はがきのストックなくなり久々に向日葵咲きたる暑中はがき買う

み

初めての言葉と思い辞書ひくと調べた印が大抵ついてる
夏空の打ち上げ花火は戦時下の死者を悼むと聞いた気がする
戦時中俳句や短歌を詠みたるはどちらも心を支えし物なり
急激にコロナ感染拡大し罹っても診てもらえぬ恐怖
低き月じっとこちらを見てるよう九月に逝きし母思い出す
友人の初孫映像可愛くて久し振りに嬰児を見たる
パンダの仔「こんなに大きくなったの」と声に出してる自分
が可笑しい
パスワードＩＤナンバー増えてゆく新しき事覚える度に

はやし

林 美智子 ☆ 東京都
妻も娘もすでに入りたる共同廟に名を刻みあり兄も納まる
自転車のカゴにピッタリのエコバッグ二日に一度の買物楽し
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ヤブカラシ窓にかかりて気になるを涼しそうねと娘はほめて行く

歯の痛み治まりて熟睡十時間けさ青空に白ハナミズキ
頭半分激しく痛み悪寒して歯の一本に惑う我なり
一昼夜の苦しみ何処へ歯科医出で徒歩でゆっくり帰る我あり
広き田がこの春市民農園に変りてレンゲの畑減りゆく
コロナ禍であればネットのヨガ嬉し五月の風に体ほぐして
飛び付かれ甘噛みされて傷だらけ腕を見せ合う朝の食卓
「友達を沢山作りおおらかに育ててよ」父は救助犬なり
雨の朝友のメールに芭蕉の句ねぶの花咲く写真添えあり

日の落ちた瞬時をねらい草を刈る蚊に刺されぬようネットを被り

チャカチャカとボタンを押せばチャンネルを選択したと視聴
率上がるらし
キュウリキュウリ今年も生り過ぎ送る配る八月上旬盛り過ぎたり

記録的大雨降れば洪水の避難所にコロナよ鎮まれと祈る
九月五日雨が上りて涼しきなり用水沿いに有志草引く
八月は焦げるような熱暑にて取り残した草あり真っ先に引く
ほんのちょっと横になりたしと思えども服ひっぱらる犬預かる日は

孫の好物レシピ通りに作らむとバター五十グラムにしばし躊躇す

年号を書くたび冷和と間違える令和になりて良きこと少なし

☆ カナダ
寒空に女はフルート吹き始む無一文との看板を立て

ブレイクあずさ

そうだ

コイン二枚そっと渡して道端にフルート奏者のアヴェマリアを聴く

そうだ

ふるさとの清き流れに帰り来る鮭に傷あり背中に尾ひれに
イクラ好きの友も声なく見つめおりもがき続ける数多の鮭を
カラスを愛で蜘蛛に餌付けをするわれを君魔女と呼ぶ猫が足らぬと

コロナ禍は呼び覚ましいる黄禍論ジャパンタウンは廃れて久し

檻の奥に怯え固まるぶち猫を連れて帰りぬ目と目が合いて
おずおずとわが手をつつく鼻先の濡れて光りぬ捨てられし猫
広重の猫に似ておりトナカイの土地より来たる白黒ぶち猫
ばたんばたん尾を打ち鳴らすぶち猫の先祖はおそらくアンキ
ロサウルス
ウサギにもやや似る猫をハーヴィと呼ぶと決めたり古き映画の
朝夕に繰り返される「かわいい」をおのが名前と思うか猫よ
脳内の合唱団が立ち上がる四声のフーガをピアノに弾くとき
アルメニアの曲を練習する朝にラジオは告げるナゴルノ紛争
コンピュータ画面へ乾杯第七回ネット歌会は静かに終わる
ほろ酔いに渡辺はま子をくちずさむわれの膝にて猫は欠伸す
交差点の燃える車へシャッターの音を浴びせるあの手もこの手も

心地よき風になびくは切られざる長き尾と耳幸運な犬の
海鳥は四分音符のアルペジオ波に揺られる等間隔に
島影のいっそう遠くなる夕べコロナのニュースの更新続く
虚空より銀の光を放ちつつ飛行機が来るワクチンが来る
カ
ス
ケ
ー
ズ
南へとはるかに連なるカスケード山脈地上のカオスを峰峰は
知らず
アメリカを見晴らす丘にペダル漕ぎ冷たき麦茶を飲み干す風と
地上では諍う雁の兄弟が大空へ発つ翼を並べて

土を踏み草をかき分け来る猫の背に立ち上る野生の匂い

ヴィクトリア像エリザベス像地に伏して大河は北へと静かに向かう

英国の女王の像は倒されて「カナダの日」の空果てしなく澄む

信州に月の輪熊を追いかけし若き日の夢よぎるつかの間
ストームの近づく朝の海は濃くたっぷりとして左右に揺れおり
ちよちよとか細く鳴きたるかもめの子なれど翼は力を宿す
猛り立つ海の面のすれすれをかもめは飛び交う鋭く鳴きつつ
強き風とらえてかもめは上昇す雲を突き抜け晴れたる空へ
晩秋の庭に苺を見つけたり丸花蜂の最後の仕事

木いちごをひたすら貪る母熊の背中にころころ子熊はふざけて

息をのむ人間どもには目もくれず熊の親子はのんびり進む

ここからは野生の熊の世界なりベア・ハイウェイとぞ呼ばるる小径

コンポストの底より伸びる灰色のアボカドの芽を日なたへ放つ
アボカドは空へ伸びゆくまっすぐに生まれ故郷を離れてもなお
マリンバのようなる響きはあの梢姿を見せぬ渡鴉の
街なかの橋なき島の廃墟にて蟋蟀を聞く夏は去り行く
仏壇に手は合わさねど氷点下をともに歩きし父を忘れず
新しき家の連なる川辺より熊街道ははるかに続く

わが耳に馴染みの深き長音を母語の異なる君は拾えず
父と行く夕べの原っぱ昇る月われのこの世の最初の記憶
鍵 盤 に 蝶 が 飛 び 交 う 酒 飲 み の 老 ジ ャ ズ マ ン の「 ワ ル ツ・
フォー・デビー」

はーちゃんと猫呼ぶわれの真似をする君の発音ハッチャンとなる

華氏百度をとっくに超えて午後三時溶け出しておりカラスもわれも

弾くは五秒ほど遅れて笑う字幕なきコメディときどき脳に重たし

発言者へ「 Hear, hear
」とそろう声カラスの会議は今朝も沸き立つ
精霊の去りし森にはコヨーテがプラスチックを踏む音のする
飼い犬も窓辺に寄りてさんざめくコヨーテの呼ぶ二月の夜は
暁に地下のファーネスうなり出す北極気団の到来ありと
建てられて百二十年の家に住み軋む床にもとうに馴染みぬ
古里を偲ぶ移民の心あり我が家に残るビクトリア風
雁のため交通整理の人が立つ海岸通りの風も温みて
言葉なき対話を重ねてゆくごとし二台のピアノに「第九」を

イタリア語を話せる人も減りたりと媼は見やるリトル・イタリー

白犬と黒猫を供にイタリア語なまりの媼がぽくぽくと行く
安息の森を追われし精霊は何を思うやコヨーテの死に
ささくれの治らぬままに冬は去り日本の入国条件増えゆく
英語にて泣く笑う怒るわが声を他人のように聞く夜のあり
抵抗の三本指を掲げいる少年僧の強きまなざし
疫病の不安のコメント多き友今日は桜の写真を載せおり
菊桜けさ開きたり東京に先駆けパリに少し遅れて
いまもなお不思議な感覚この町の入道雲は春先に立つ
六月の光に並ぶ二百十五足の靴のなんと小さき
先住の民の子供ら家族より引き離されて二度と帰れず
カナダのみにあらずと友と語りあうウイグルのことアイヌのことを

イヌクシュクをたよりに進む足跡を波は静かに消して行きたり
裏切りを受けたるような思い抱きナースの友はアメリカを去る
アメリカに三十五年働きて人種の壁を見たりと友は
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草原に寝ころびて聞くゆっくりと首と背骨の伸ばされる音

ふるしま

古嶋せい子 熊本県
この年の尉鶲きて一瞬のうちに去りたり影を残して
しぐれとは淋しき言葉その雨の降りつづきたり今日のいちにち
よたよたかとぼとぼなのかわが歩み衰へてをり客観的に
木犀のにほひ始むと書く日記こぞをととしに少し遲れて
仰ぎたる空にひとりの後の月くも無く星も離れまたたく
思はざる所に違和の出る躰もてあましをり長くし生きて
枝に張るくもの網には霧おりてレースの如し冬となる朝
三島由紀夫を読みたる夜の夢に来て夫が切腹すると言ひたり
川べりの草生ふ崖に白きゆり点点と咲くを知るはわれのみ
晴の日を洗濯びよりと予報士の言ひ始めたるはいつの頃にや
かかるとき曾孫ふたり生まれたり然もひとりは東京の中
正月も数多く経てこの頃はけふの続きと思ふこととす
セーターの胸に飯粒のこりたりして九十の年はじまりぬ
手折りきて莟の開きゆく過程さざんくわの頃のわれの楽しみ
忘れたる人の名思ひ出すまでの模索の時間ながくなりたり
つはぶきのともる辺りに猫眠るかかる景色を晩秋といふ
けふなどは柵のランタナの整理して元気になつた様な気になる
人と人隔つる病はびこりて大寒のけふ雨となりたり
東京に生まれし曾孫わらひ初め小き画面を幾たびも見る
人と会はず人と語らずいちにちをテレヴィの声にあひづちを打つ

すかんぽの穂の揺れて風にうごくとき樂の聞こえてくる心地せり

田に水を送る頃にて川の瀬の音の絶えたる水辺を歩く
忍冬をヘリオトロープと言ひをりし母は明治の生まれのをみな
山法師の苞しろじろとなる頃に今年の早き梅雨入りをいふ
人をらぬ公園のなか花を待つつつじの蔭に猫ねむりをり
山法師の梢に白き苞満ちて見上ぐる空の靑ひろがりぬ
野苺の花咲くあたり記憶せむ実の熟るる頃のたのしみとして
あぢさゐのまだ色淡き道あるくけふ公園に芝を刈る音
老いびとの歩みの如し堰閉ぢて瀬音ひびかぬ川の流れは
瀬の音の聞こえぬ川面しづもりて田に水入るる六月となる
欲しきものを問はれ直ちに答へ出ぬは幸せなのか否かと思ふ
人のひく犬の名前を問ひたりしてけふの歩みはものを言ひたり
葛の葉の蔓のばしたる道をゆき花さがしをりかの葛の花
鉢に水やる時うごくみどり色ことし初めて見たるかまきり
玄関のポーチに眠る猫二匹かぜ通る道よく知りてゐて
躓きてのち寐たきりになる話わかつてゐます注意してます
這ひはじめの曽孫に似たる雲があり頭をもたげ躰おこして
この季節かぜに押されて歩む道すでに桜は葉を落としたり
公園の中の吊り橋欄干に名を彫りてあり縄文橋と
花の時を言ひつつ花見ひかへよとたびたび聞きしこの年の春
法師ぜみ遠く聞きつつ歩く道いつか歩幅も狭くなりたり
玄関のポストの音を聞きてのち来る筈のなき文とりに立つ
雨のあと風のあとには葉の落ちてさくらの樹形あらはるる朝
西の空あかるめば天気よくなると聞きしことあり今の西空

テレヴィ消してのちに聞こゆるエアコンと加濕器のおと窓の雨音

なにゆゑかイマジンのメロディ耳底に残りたるまま年を越したり

長生きはせぬ計算に生きたればこれより先のことは未知数
歩数計の期待の数にあらはれず手を振りながら帰ることとす
夜半さめてそのまま朝となることの多くなりつつ老ふかみゆく
道のべに転ぶ姿にならぬやう足の運びは慎重となる
長く病みし夫君を送りたる友をいたはる電話ことばにならず

角ぐみてをりたる木の芽葉となりて朝の日を受け照りかげりせり

杉あかく染まる季節も早く過ぎ梅にほふ庭やはらかき風
人をらぬ古墳公園の昼の道どんぐりの実を踏みつつ歩く
川ちかき道を歩めばせきれいがわが前をゆく長き足にて
人をらぬ公園の隅さざんくわの咲き満つる道とりの啼く道
木の下に立ちて見上ぐる人に寄り並びてわれも花を探せり
桜散りてつつじ角ぐむ公園の道を歩めり千歩めざして
北を向く崖には厚き苔生えて画材の如く紅椿落つ
清明といふ日に早く目覚めたり三文の得を待つにあらねど
けふの野にすみれを見出で漱石の句を思ひをり「小さき人」を
川の辺をゆけば瀬を越す水のおと單調なれど飽かぬその音
十五分なりし歯科までの歩く距離二十五分を過ぎつ今では
鶯のこゑ聞かぬまま梅の過ぎ桜も散りぬ待つにも慣れて
日を返しきらめく水面この世には美しきものまだまだ残る
店までの道に藤咲くひとところあれば歩めり歩巾ゆるめて
枯れ芝の中のベンチの吾のこと恐れずにをりひよどり一羽
傘寿まではよろこびたれど卒寿はねえと同級生と電話に話す

夜の窓こぞとおなじくやもり来てこぞのやもりと同じき動き
眠りこぬ夜を過ごして霧かかる如き脳にてすごす一日
夏休み終はり近しと嘆きにし法師の蟬のいま早く鳴く
長き雨やみたるのちの道のべに落葉積みたりさくらの落葉
どんぐりのまだ青き実を拾ひきつけふ僅かなる歩みのしるし

ほんごううた こ

本郷歌子 ☆ 栃木県
枯れてなお花の形をそのままに紫陽花は紅き色を残せり
筋播きせし春菊の芽の出揃いて土押さえつつそっと間引きゆく
落葉の上に小さき音して団栗の転がり秋の日を浴びており
真っ先に朝の日差しくる庭の隅菊一輪のほころびを見る
菊盛る日だまりに黄蝶のひとつ飛び穏やかにすぎる晩秋の午後
実ひとつ生らぬ今年の柿なれど葉は実と同じ色に紅葉す
紅玉を連ねたようなテールランプの流れは山裾を巻いて消えゆく

老いの耳にマスクの声は聞きづらしけれど聞き返すをためら
いており
台風の無い年なれば豊作と枝ごと貰う鈴生りの柚子
椀伏せた形に乳房が戻ったと束の間思う湯に浸る時
誰も来ず何処にも行けぬ正月は淡淡と過ぎて空青し
なで牛の傍にアルコールのボトルありためらいてのち牛の膝撫づ

生活の全てをコロナに支配され心も身体も行く当てのなし
直接は会えねど話せる幸せを与えてくれる文明の利器
一年余娘と会えぬ淋しさとコロナの怖さ計りて惑う
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土起こすシャベルの先に手応えあり頭ほどの石出る二時間かかりて

益虫なれば追い払うなと子等の言い庭はあちこちに蜘蛛の巣多し

紫陽花の見頃となりて近よれば大き蜘蛛の巣に絡まりてしまふ
手に馴染む花刺繍の財布にベトナムの旅の思い出蘇りくる
コロナワクチン二度目となれば落ち着いて皮膚に入りゆく注
射針を見る
らいさま
三日続きの雷様鳴りて梅雨明けも間近と思う七月半ば
物置の屋根まで伸びたる立葵梅雨明け近し立ち枯れんとす
手引書を見て育てたる夏野菜胡瓜も茄子も人に褒めらる
枕元には四コマ漫画の一冊が睡眠薬代りと寝る前に読む
古き浴衣をリフォームしたる湯上り着木綿の肌触りに風抜け
てゆく
親鳥が雛庇う如苦悩する娘よ我が羽根の下に憩えよ
コロナワクチン予約はいきなり三日後と心構えのできぬ我なり
人類の危機に瀕する世の中を生あるうちに我が見ようとは

畑消え家立ち並ぶ周りなり雉子も百舌も来ぬ庭となる
毎月の歯科検診を迷いおりコロナ禍に緊急事態宣言の出て
父の棺にしがみつき泣きし母の姿忘れることなく五十年過ぐ
パンジーの深き紫に迷えども冬枯れの庭に黄の色選ぶ
柔らかき空の青さに春思う畑に小草のちらほら見えて
クロッカスの花を見つけた冬枯れの庭に吹きくる風の冷たさ

リタイアを撥ね付けるのは体内時計午前二時就寝九時起床変わらず

サングラスがなくてはならぬ夏となり畑用にと茶の色求む
あっ蛇と娘は大き声上げれど更に蛇見んと近付きてゆく
庭隅の菊の莟は固ければ九月九日に間に合わざりけり
月の歌を詠まなくなりぬリタイアして夜は専らテレビの前に
リヤカーに五人を乗せて保母さんは笑顔で答える公園へ行くと
目を閉じて集く虫の音聞きおれば夫は煩いと窓を閉めたり
青龍と名付けられたる淡き青の薔薇一輪が花開きおり
白髪染めを煩わしいと思う時心の老いかと更に悩める
霧雨にここぞとばかり買い置きの球根植えるクロッカス五個

刈り込んだ桜の枝を部屋に挿す数多の莟付きいる枝を
うす紅のゆすら梅の花の香が和らぎはじめた風にのりくる
職辞すと決めて心は落ちつきぬ定年までは一年あれど
五時間を立ちっぱなしで動きしが職辞してより百歩も歩かず
使わねば錆びるは至言歩かない膝は軋みて痛み出でくる
あっさりと心はリタイア受け入れて迷うことなく日常となる

木と化して半ば裂けたるラベンダーに数少なけれど花穂つきたり

コロナ禍が収まればまずはベトナムへ友と二人で半月程を
葉桜となりても人は集い来る葉を揺らす風渡る公園
垂れ下がるさるなしの蔓は風に揺れ縋り付くもの探す如くに
コロナ禍にリストラされて体重が減ったと娘は小さく笑う
色褪せて散りゆく木香薔薇なれどなお香は残り辺りに漂う
敷石の端に蟻の巣のありて出入り忙しく途切れることなし
三十分草毮りしてどれ程の進み具合かと腰伸ばし見る
かなへびは颯と隠れたはずなのに葉群の間に尻尾が見える
雨の後濡れそぼつ庭のそこここに日うけて煌めく蜘蛛の巣のあり

まち だ かつ お

三役を総なめにした突き押しぞ賜杯は重き初の栄光
わが国の生産性の低さなげくもつともなるもの政治と行政
なぐさまぬ憂さは蔓延コロナ禍に政治と行政不足さらなり
不条理や偏見矛盾に立ち向かふ若さ羨しむ老耄なれば
わが国にプルトニウムの在庫あり四五トン弾頭六〇〇〇発分
父を詠む歌の解説うながされ貧しき小作の百姓称ふ
八重子さん女ごころの残り火か羊蹄山麓ドライブに散る
古き賀状整理の友より電話来ぬ妻逝きしことにはかに聞かさる
娘夫婦と同居か問へば独りなりと年に一二度娘は来るといふ
ロボット操作や個人年金も教へ呉れし良き先輩も米寿過ぎたり
これからは中国語とぞ定年を過ぎて励みし友でありしが
国会の科技立国の質問はわが詠む歌の二番煎じか
朝四時の散歩の途次のラジオ体操前後屈に六等星見る
歌会のラクチョウビルも建て替へてグランドパレスも今年６月
友逝けば半分散骨半分は故郷の登米に帰ると妻言ふ
文字あらば多羅葉に書いて意思伝ふ万葉以前も歌はありしが
葉書とは郵便制度の前島氏が名付けし多羅葉の故事よりと言ふ

町田勝男 埼玉県
動力でアシストならば坂道のペダルかろしもスピード怖し
前かごに十キロ荷台に十五キロハンドルとられあはや転倒
スーパーから横断歩道の小さき坂ふらつき漕げば歩行者怖し
サドル下げ足着く高さそれもなほ道路の段差にハンドル振れる
道路はしのでこぼこ舗道にハンドルの自由はあらず行政うらむ
新総理山を見なさい木ばかりを見れば運転あやまつものぞ
ど う
沈黙は認むることと言ひしかど何を如何言ふそに迷ふなり
菅総理 GoTo
コロナを早く出せ二兎を追ふもの一兎をも得ず
知の源泉学術会議の言論と報道の自由は正しさを生む
人類史六万年なり減衰期十万年の放射物管理いかにか
高浜は原発銀座老朽の原発さへも再稼働する
急ぎ乗る新幹線は全指定ノンリザーブもそのままでよし
指定車も自由席車もガラガラで二三の人を数へるのみぞ
仙台の観音下にバスは行く小父さん達は顎マスクして

歌会に出でずば歌才は伸びずと言ふ出ても伸びざるわが歌才なり

昨日までのわれにありせば車道来る自転車怖しも今日はあべこべ

霏霏と降る白に埋もれる狭庭には百合の鞘実のつんつんと立つ

やはり然うなると思ひし汚染水の海洋放出に総理悪役
贈りくれし御供氏歌集「傘」読めば秩父武甲は目交ひに顕つ
手作りの牛蒡茶かたる友なりき効き目を言はず逝つてしまへり
長男より電話がありぬ九州の義父が逝きしとわれより年長
コロナ禍に湯水の如く配布するお金はどこから湧いてくるのか

コロナ禍の葬儀は簡単身内のみ死ぬなら今だチャンスなりしが

今日もまた氷柱は長く窓に垂れ小雪舞ふなか日がな滴る
玄関のメートルを超す氷柱さへ指でつまめば先端柔き
今は亡き山友の娘は自転車で下仁田葱と椎茸持ち来ぬ
風呂に入る時間ずらして視るテレビ大栄翔の勝名乗りまで
若秩父以来の関取三人衆埼玉三羽がらすと名づく
一番の期待薄なり大栄翔やつてくれたね埼玉初を
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留守の間に庭師刈りこむ柘植垣のはつかうねるも良しとせむかは

コロナ禍の地方自治体の首長たち政策力問はるひとつの発見
あれもこれも思ひめぐらす事無けん成り行きと言ふ方法もある
大都市の知事は露出禍スタンドプレー死者のみ殖えて医療崩壊
さにあらむ自宅待機で死亡する責任者はだれ知事にありしが
魚さへ自意識あるとふ実験を見ればはつかに食ふを躊躇ふ
友人の寡婦なる人の小さき手を強く生きよと握るも悲し
五百坪の庭の薔薇園哀しもよ夫婦二人で施設に入れば
まだ蕾の供花の白百合咲き初めて長押の妻のほほゑみてをり
うたたねの中学の師の歌集読めば少年の日のふるさとの顕つ
西に富士ひがしに日光男体の雲より出でて雪に耀ふ
暑き日にマスクを忘れ途中まで汗を拭きつつとりに戻りぬ
マスクして病院さへも先づ体温計測をして受付にゆく
看護師の院長夫人は大量の薬の説明くどくど宣らす
今日よりは薬漬けの日医師の指示そを生きるなりわれの残り生
ワクチンの注射の前の申告に薬の名前五種を書き込む
コロナ禍の世界を詠める歌誌読めば歌詠むしあはせ一様に言ふ
息子と酌めば補聴器つけても会話ならず昭和一桁骨董品か
昭和一桁生まれのわれに戦争は昨日のやうなことの気がする
肌の色もカタカナ名前も行動もわが同胞と肯ふに苦慮
二次三次のロックアウトの社会不安かアジア系へのヘイトクレーム

三厩の姪の婿さん力持ち浪江の墓の香炉持ち上ぐ
供花も済みゲストハウスに剥製のニホンカモシカ白きを撫でる
生きるには衣食住の他に医もありぬ出家隠者や世棄て人にも

余りにも突然すぎる知らせあり妹のような友の急逝
半世紀共に過ごした友人を亡くした吾れは幾夜も眠れず
幼さの残る息子がしっかりと喪主をつとめる母の葬儀に
轟音をひびき渡らせ三機飛ぶ山峡の空割れんばかりに
子供の頃Ｂ が暗むほど飛んだ時の恐怖忘れず
北風の吹き通す日は外に出ず常より痛む膝を温める
歯も弱り水に浸したカリカリをいやいや乍ら食んでいる猫
弱よわし羽化したばかりの黄蝶に野菜畑で初に出合いぬ
身は痩せて衰えいくも眼も耳も健やかだった猫最期の日まで

庭に咲く芍薬つつじ花菖蒲四月は終り明日より五月
くるま椅子窓近くよせ空を見る七日つづいた太陽まぶしく
葉桜の新芽は赤くさわさわと病窓に立つわれ等息つく
隣地には柿栗桜桃それぞれの新芽つやつや若葉あふれる
助手席に乗りこむ時の不便さよギプスを巻いた足の置き場所
梅も捥ぎ野菜の手入れと思いつつ詮無い事よ落着かぬ日々
三時ごろ下校の子等は五、六人屈託のない楽しげな声
ことば数少ないけれど或る時にやさしさ見せる若い看護師
夕方に圧迫骨折の方入院すしゃきしゃき話す九十三歳
病室は特異なところ体調の良し悪しもあり詠めぬ日続く
涼しげに髪をなびかせ歩く人吾れは窓辺に歩けずに居る

山の上の「いちょうの家」にて料理出す店主夫婦はこまめに動く

十八年私の側にいてくれてありがとう「くり」のまなこ瞑らす
最期には大きな息を二つして静かに眠る「くり」との別れ
入学を終えたばかりの大学生交通事故に遭遇するとは

29

よ

広告のこむらがへりと耳鳴りは日常なるも秘めて置かまし
秋そばの畑に芽吹くうすみどり野の果てまでもわれを誘ふ

まつなか か

松中賀代 ☆ 高知県
嶺北は山間の町棚田には山吹色の稲穂かがやく
吉野川おどろく程に透んだ水近くに見れば流れは早し
風に乗りアサギマダラはまだ来ぬか淡紫の藤袴の花
急激な膝の痛みに耐えられず歩けぬ吾は入院となる
病室の壁にたまゆら朝日射し影絵のごとくカーテン揺れる
朝日さし少しの風に木の葉散りベッドに眺める秋の風景
足弱き友には電話八回のベルを鳴らしてゆっくりと待つ
朝夕は一段と冷え風も吹き銀杏も紅葉も大方ちりぬ
お婆ちゃん元気だったと今年も挨拶するがに尾をふるヒタキ
忘れずに来てくれたかと愛おしい小鳥と言えど言葉をかける
歳のこと考えもせず動きすぎ膝を痛める原因となる
この身体長く支えてくれた足リハビリに励み治してゆかな
草の道杖を持たずに坂道も歩けるように早くなりたい
左でも右でもなくて中程を望み生ききし八十五年
足許をたしかめて立つ菜園に放って置けず抜き菜する吾
寒空に青々育つ大根蕪はつ霜かずき葉は撓垂れる
老い猫の大事な口髭うかつにもストーブの火に焼ける悲しさ
神の峯御在所山に初日さし里の人等は仰ぎ拝む
日溜りに息をすうすう無防備に眠りこむ猫のふわふわの毛よ

ガラスごし日差しも良くてつぼみ付きゆっくり開くセントポーリア

左膝に重心かけられず一月余くるま椅子こぐ体験したり
お互いに差し入れあれば分け合いて束の間うれし同室の友
電線に横ならびする燕たち楽譜のごとし退院決まる
外に出てはじめて歩く吾が足は踏みごたえ無く力入らず
蜩の声を背にして押し車たよりに歩く草のある道
即入院花に手をやる時間なく娘が外の花の間に置く
幸いにセントポーリア二ヶ月を自然の中に守られいたり
二鉢を両手に抱き友に告ぐ形見の花が無事だったのよ
優しさは求むべからず与うべし何かの本で教えられたり
草中に色づくトマト小玉なり甘み少なく引きしまる味
週二日デイケアに行く老夫婦さっぱりとして若やいでいる
畦道に足をやすめて眺めれば稲穂はかしぎ夕やけ小やけ
荒草を応援ありて刈り込みぬ青草の香が一面にたつ
真夏ほどの暑さ続きで水も枯れとぎれとぎれに法師蟬なく
夜の雨に朝の菜園息づけり大根白菜葉の色濃くなる

むらかみよし え

村上美江 岩手県
家族葬やつと集まりやつと退く眼の前にある駐車輪の跡
手のひらに豆腐をのせて切る度に「やめて」の声する幼の声が
腰を病み二、三日の間にも髪は抜け落ち廊下の角に
デイサービスに振り向きもせず否定せし叔母は娘に今は楽しと
我が道を行かむとすればすれちがひ仲間に入れずコロナ禍思ふ
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未だ未だと欲張りな我子を置いて死にたくはなし死んでられない

明日からは師走となりて頬を刺す冷気凍み込む耳元に首に
雲間より温かな光差し込めば洗濯物も心も軽し
震災の「ときぐすり」なり十年の歳月おもふ静けさの中
あの時は今のくらしを願ひつつ想像すらもとぎれとぎれに
いよいよの風の冷たさ白い冬温めておかう朝餉の足元
茶箪笥の中より取り出す金うつは正月の出番にくるみ餅盛る
大寒となりていよいよ春近し雪山に朝日の朱の光みゆ
十年の歳月思ふあの時の寒さと静けさ暗い屋根の雪
ワイパーを上げるを忘れ手間取れば朝の運転一日の遅れ
ふる里の干し柿を食むこたつにて滋養をつけよと亡き祖母の声
春立ちて雪ちらちらと日はおぼろ裸眼でみえて空近くなる
濃きみどりの葉脈くつきり透けて見ゆ光は既に春の入り口
被災せし十年前は八十五あの時の義父は歳より若く
数々の趣味の作品残したる暗い座敷の壁のレリーフ
一週間さくらは開き次々にこの時期だけの晴れ舞台かな
湾内の潮の流れに乗りながら身体も心も微粒子に溶ける
松の緑真つ直ぐ伸びる年毎に天を目差してひたすら上へ
からからの天候続き水を欲す花にも人にも潤ひなきは
腰を曲げ草取る母を二階より眺めて気づくマスクの姿
落ちてくるマスクを摘まみ何度でも話を戻し身の上を語る
にこやかなマスクの下の唇も想像させてこちらもにこやか
息苦しマスクに守られ顔半分用足しをしに街へと参上
空映る早苗のそよぐ田を眺め神社の階に南風受く

家族には良き手本なり前向きで優しき父と礼状にあり
久々に訪ねてみれば一回り痩せて小さく友の見えたり
此れからは季節の変はり目気をつけて友の健康ひたすら祈る

やまもとてい こ

山本貞子 東京都
明日の予定何もなければ若き日の友との会話思ひつつ眠る
入口にノウゼンカヅラを咲かせゐし音信不通の友の夢見ぬ
健やかにゐるを当然の如く思ひ半年先に逢ふを約せり
夫あらば結婚記念日には旅したり月命日の墓参に向かふ
羽撃かず流るる如く行くカラス見つつ身心らくになり来る
みどり児の動き一つに診察待つ人らの優しき視線あつまる
で
よたよたと歩くみどり児うしろ姿のむつきも共に左右にゆるる
久々に友らと逢へば語る事なべて過去形多きを思ふ
杖いらず今はサツサと歩けゐて人さまざまと思ふ九十歳
マフラーを忘れたる首にようしやなく初冬の風は入り込むなり
まな先の外階段を降りる人の靴音聞きたり午前五時半
からすらの鋭き声に起こされて花咲くもある鉢に水やる
好みなる器に盛りたる朝食のむきたてりんごの清しき香り
解決はたつた一つと限らぬと書き送り吾も知恵をしぼりぬ
部屋に置く小犬に膝かけかけやりてお休みを言ふ吾は独り居
意のままに過ごせる独りの暮らし良し九十歳まで生きられ感謝
眠られぬ夜半に思ひぬ長の子のわれが弟妹より永く生きゐて
独り居の日びの雑用も生きてゆく励みか冬日を受けつつ想ふ

左手で袴の裾を摘まみあげ手すりを掴む老齢神職
履き慣れる草履の鼻緒親指に力を入れて歩むきざはし
そよそよと顔に髪に降り注ぐ五月の風に深呼吸する
氷入れゆつくり熱を伝へれば味付け御飯はふつくらとなる
美容室への無沙汰が続き顔色の冴えない吾を鏡に覗く
あちこちと痛む躰を擦りつつ大事にしようと再び思ふ
古稀といふこれからの景色いよいよの大台に乗る痛みも抱へて
片付けの力を借りてスツキリと変はりたる部屋空気まで違ふ
親の会に議論を終へて帰り来れば息子が床を敷きてくれたり
こんなにも近くにありて気づかずに心ふるはす梅雨の晴れ間よ
眠られぬ嵐の夜の丘に立つ母眠り居る白き石浮かぶ
逆転の体操男子の十九歳手を痛くして拍手を送る
三千人コロナ蔓延東京のオリンピックのテレビに映る
毎日の猛暑に喘ぎ負けまいとオリンピックの競技に救はれ
金メダル世界一の重さゆゑ苦しみぬいた笑顔は眩い
お互ひの健闘称へ抱き合へばコロナ・戦争・国をも越える
じめじめと洗濯物は乾かずに毎日憂ふ長雨の夏
あたりまへさう言へばさうそのとほり誰にでも来る老いの実感
七十歳迎へた頃からをちこちに忍び寄るかな老いの気配は
言ひ訳を見事に当てられ動けずを年だと思ふ心隠せず
生活すただそれだけでも大変な時代にコロナ禍生き辛さ増す
微笑まし墓の前にて腰を掛け供物を分けて話す様に食む
彼岸花墓へ案内する如く墓地のをちこちに群がりて咲く
名月の大き形は八年ぶり被災後二年も励まされたり

辛うじて降られず帰宅出来たるを至福の如く思ふ時の間
今日ひと日の礼をのべれば変りなき笑みたる顔にて吾を見てゐぬ

おだやかに過ぎゆく日びの九十歳短歌を続けて来たる幸せ
ひそやかに人の目をひく大島桜人ら見上ぐるやさしき顔に
川の流れに沿ひて桜は枝のばし両岸ともにほつほつと咲く
六枚の花びらわかる程開きフリージアはベランダの主役
言葉では表せぬもの詠めぬものありて暫くひとりごと言ふ
小雨の中らせん階段おりて行く新聞配達の靴音早き
杖つきて道行く人を追ひ越せず向かひ側なる道を選びぬ
遊具なき芝生の公園びわの木に大豆ほどなる青き実あまた
子の電話に一オクターブ声あげる安心する声耳に残りぬ
一行目のはがきの文字の曲がらずに書けて自づと座り直しぬ
ごみの日の収集車よ早く来よカラスがつつきて愚痴がこぼるる
買ひ物の重きリュックを手で支へベンチにかける信号見つつ
生みたての文字を信じて久し振りに昼は玉子かけご飯と決むる
前を行くとりどりの傘にも流行の柄のあるらむ吾が傘は無地
早ばやと新盆近づくわがめぐり弟妹の如くゆるる木もれ日
公園の時計が五時になつたのか「又遊ばうね」子らの高き声す
読みさしの歌集に手をのせ梅雨晴れの空に暫く目を休めたり
曇り日の夕暮れ早し鴉らも西に去り行き法師蝉なく
野の猫と言へど小蝶とたはむるるひと時のあり夕日の照らす
煎餅が一銭の世に育ち来て犯罪が億となるまで生きをり
歳ですものとなべて許しし日々なれば痴呆症のテレビ恐れつつ見ぬ

吉野秀雄の御墓のそばに紫のいはたばこ見し日も遥かなり
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切れぎれの夢に見る夫うつし世の人にあらねば呼べど応へず
香草の鉢のあたりに鳴く虫の香にむせたるかリズムの狂ふ
わが父母の逝きて電話におびゆる事なくなりたるを想ひし日のあり

恋の歌作りては視線集めたる思ひ出残し友が逝きたり
道の辺の捨て積みのごみの間より朝顔咲き出で目立つ桃色
ストレスの溜れる日には夕食に好物出さむ二つ並べて
花を買ひ子と待ち合はせて墓参り父恋ふ話聞きつつ歩く
秋の蚊を払はず顔に止まらせて叩きて深き眠りに入りぬ
隙間なく護岸に水鳥ならびをり満ち潮と来る小魚を待つ
電動のおもちやで育ちねぢを巻くの言葉は今の子らに通じず
昔むかし祝日に立てたる日の丸はメリンスにて無数の穴ありし記憶

東京都

一滴の目ぐすりさし終へこんなにも緊張の一瞬ありやと思ふ
買物に行かむか迷ふ見下ろせば葉裏返して風荒あらし

わしつかさのり こ

なんとなく生きてゐるのよなど言ひてをかしやこのわれ百歳となる

あさひるばん御飯いただき夜はねむるひとり暮らしも長くしなりぬ

人手多き家に育ちて老いゆきてたのしもひとりぐらしとなりぬ
もうすぐに百歳となるこのわれが使ふことばを死語と人言ふ
ひとり住み歌のたよりの来る頃と心はづめば冬の日はさす
のろのろとごそごそこきまぜ暮らしをりけふのケーキはうま
いなど言ひ
親類縁者われの百歳知らぬらしああ助かると思ひゐるわれ
親戚中一番貧者のこのわれが一番ながいきしてゐる不思議
二つ三つ誰にも言はぬことのあるわれはゑまふよ百歳となる
熱狂といふ経験をもたぬわれ今日もあはれや鉛筆けづる
家事苦手いねむり得意なこのわれを知るひとをりしが世去り
てゆきぬ
ごろりんと寝ること好きなこのわれがまだ生きてをりなんと百歳
大根おろし今朝ひさびさに作りたり独り暮らしはかくのごとくにて

もう少し生きてみませうかさうですね独りごといひ月待つわれは

飲みぐすりしばしば忘れたまりたる病院処方丸薬百餘日分となる

百歳の婆ゆゑ恋うた作らむかひとびとあの世に生きてゐるゆゑ
生家の裏の庭の石碑の会者定離その意知りたり女学生のころ
嫁入りの篭がそのまま残りゐるわれの生家は甥がつぎたり
キャンセルのつづりあやしくなりをれば辞書をひくなり眼鏡
をかけて
粒々滴々いづれも大事にいただけと言はれて育ち百歳となる
ことありて生家を出でて幾年ぞ現在百歳いとも単純

鷲 司 法子

おのが都合ばかりを思ひゐたる吾それを知るごとみせばやは咲く

朝食後のわれの為事はペン皿の鉛筆五本をまづけづること

一族のうちで長生きものとなるねえ阿弥陀さまお笑ひめされ
日本の元号廃止を決議せしさる学術会議を記憶するわれ
世の中はそれぞれにしてわれは吾ひとりごと言ひ鉛筆けづる
いいやつだと夫も言ひゐしわたくしのボーイフレンドみな世
を去りぬ
家事不得手ひるね得意のこのわれが百歳となるをかしやこの世

に書きぬ
老人を敬するごとく言ふなれどわれは知りをりその弄他心
ちかぢかにこの世を去ると知りをれど夜の明けくれば朝ご飯炊く

けふとけふ重ね過ぎゆく四階のヴェランダに待つつつじの花を

のろのろと家うち歩き日が暮れぬ明日を思ふもかくありなむと
年齢で無能力者とわれをみる電話かかりぬせんかたなしや
ぼんやりの好きなるわれが忘れずに朝あさけづる鉛筆五本
わが歌を二首ほど覚え給ひゐて電話くだされ世さりたまひぬ
傘を杖にコロナ豫防の場に行けばまあ百歳と人に言はるる
文字書けばよろよろ文字となりてをり笑へどかなし百歳われは
ひとつふたつ何かをすればすぐあきる吾となりたり百歳となり
八月は今日でをはりぬ夏好きのわれの来年この世かあの世
えんまさまちかぢかお迎ひ頼みますなど言ひたのしわれの百歳

少女の頃のわれにやさしきひとをりきロイド眼鏡をかけてをりたり

ドンコザックの声を聞きたく思へども誰か知らぬかその消息を

七夕の夕べに二度目のワクチンを打たれしわれはまだ生きてゐる

さうですかさうですかねと言へば済むこと多くなるわれの百歳

普遍的価値云々と言ひたりして日本の総理けふアメリカへ発つ

朝ひる夕かかさずご飯いただきてうつしみわれよ百歳となる
尺八のさるひと呉れてみまかりぬ白鳥絵柄のぬくき膝かけ

ここのうちのめしはうまいと言ひたりし弟われより先にみまかる

あしたには紅顔夕べには白骨とそらんじをりきわれは六歳

あなたはねえ百歳ですよと人はいふさうですねえと吾はいふのみ

よたよたの歩みとなりて過ぐる日日メタセコイアの芽ぶき待つわれ

わたくしの若きともどちなにゆゑか鉛筆くるるときどき呉るる
あ
あれこれとありたる家に生れ育ち離るればともども単純となる
バルト海はにごりてをりきその海をともに見たりき雀とわれは
百歳を祝ふと京都の菓子とどく箏をともども弾きし友より
百歳になりて過ぎゆくあけくれのなんといとどし夜の月ほそる
まだわたくし生きてをりますさうなんですあの世の社長と今
夜は話す

ひらけごまと言へば岩戸がひらくものと思ひてゐたる少女期のわれ

鎌倉のももハム一枚日毎日毎食ぶる習慣ながくなりたり
窓近き金木犀がひらきたり白蝶よらず通りすぎゆく
あははははおのれひとりが笑ひをりをかしやをかしわれの百歳
秋萩帖ひらかむとして坐しをればブザーが鳴りつ誰か人来ぬ

いろぐろの吾をわらひてゐし従兄いつか知らぬま世去りてをりぬ
始中終まぼろしのごとしと蓮如言ひきあるとき否定しまた肯定す

ものわすれ繁くなりゆくこのわれが忘れずにぬる朝の口紅
ドニエプルの岸の草生に坐りたることありその草撫でしてのひら

昔流に言へばこのわれ百壱歳なにやらをかしひとりでわらふ
プチブルとわれを言ひたるさる人は墓地の人となる主義者同志の

地獄よりむかひが来ぬゆゑけふもまた晝寐してましたと手紙
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二〇二一年

い ざわなお こ

作品二

伊澤直子 ☆ 東京都
夏の初め庭に植えたるパプリカの実りてみれば黒く光りぬ
黒パプリカ切れば裏は緑にて炒めればみなピーマンとなる
ボランティアの仲間六人とランチ会八カ月ぶり公園のベンチで
黒雲の間にみゆる白き雲赤く染まりぬ夕方四時半
フェンス越え隣家に枝を伸ばしたる千両を実と共に剪りとる
三密を避けよと呼びかけたる連休人の溢れる浅草嵐山
野紺菊小菊も色の失せくればいよよ庭にも冬の来たれる
小さなる手に一つまみの餌をやれば鴨はすかさず群れなして寄る

ふわふわとメタセコイアの葉の積る上を歩けば気持も弾む
紅葉を巡れる中に赤き実を垂らし目を引く高木飯桐
華やかな色を見せたるもみじ葉は道に積もりて風に吹かれる
住宅の間に残る畑にはキャベツ白菜青青と立つ
正月の原っぱ公園賑わいて凧も十ほど上りておりぬ
鳥型の凧の翼はひらひらと風に揺らいで空に舞いおり
大寒に桃色の梅咲き満ちて空気の和み気持の緩む
冬の風そよ吹く朝の散歩には足を伸ばして蝋梅の公園
鹿児島産グリンピースの莢むけば艶やかなる実弾け出でたり
グリンピースご飯に炊けば香り立ち一足早く春の食卓
ふと見れば庭一面の雪景色まさかの天気にスマホ手に取る

梅雨の庭の草丈伸びて秋海棠百日草は彩りを増す
西の空傾きかけたる上弦の月は大きく赤味帯びたり
孫来れば近所の小学生と遊びたる四人六年生から一年生まで
庭の木木雨のち晴れに葉は光り風に揺れおり予報は猛暑
赤紫蘇の茹で汁に砂糖とクエン酸ポリフェノールたっぷりのジュース

ともえ

道の辺の白き小花と黒き実をスマホで写せばヤブミョウガと出る

孫たちとの遊びに遅れを取るまいと記憶の回路をフル回転す
久びさに出かけむとすれば腕時計知らぬうちに止まっておりぬ
草むらに淡紫の小花ありカリガネソウは密やかに咲く

いたくら

無理というを曲げてのたのみに障子張り植木の手入れようやく終る

板倉 巴 ☆ 千葉県
旅の宿ライトアップにもみじ葉の光に照らされ夜空に浮かぶ
房総の丘に伏せ干す落花生ボッチも積まれ秋の深まる
青空に白く浮きたる積乱雲風に流され千切れて消える
風に揺れ篠竹なびくその上に黒くきらめく冬の海あり
父母ねむる訪えぬ故郷時代という世に従いて新年祝う
もう少しあと一分と寒の朝寝坊のわたしお日様笑う
群なして冬鳥ら行く空の下鵜ノ森という町名のある
社にて目立つ大太鼓曽祖父の献納と銘のある総代という
凍てつける夕日かたむく散歩道蓬さがして農道あゆむ
庭先に真珠のような白梅さやか光あつめて香りただよう
黄に赤に花咲きほころぶ渚の畑暮れゆくなかに明るさ保つ

紙コップ重ねて作るトロフィーをばあばの働く「ごほうび」と言う

冬空の深き青に葉の落ちたメタセコイアのよく映えており
「ああ何かおもしろいことないかな」と思わず嘆く娘との電話
植木屋の庭木の剪定二年ぶり金柑柚子は丈を詰めたり

鉢いっぱい溢れるようなシンビジウム日に四五輪と落ちて終りぬ

爺逝きて一年になる墓参り孫は沈丁花を持ち来て供う
枝いっぱいに花広げたる公園の河津桜に想いの出づる
花見して河津より帰りし翌日に震度五強の揺れに怯えき
朝散歩風に押されて足取りも軽くリズムに乗って歩ける
小石川養生所の井戸の跡吉宗時代のドラマが浮かぶ
三宝寺池に時折り小鳥の声聞こゆ芽生えたる緑に囲まれていて
新しき散歩の道に見つけたり生け垣挟んで二つの藤棚
染井吉野の葉のひらきたる枝の陰名残りの花の五輪ほどあり
うねるように新緑の木の枝揺らしおり春の嵐か空は霞みて
杉花粉檜の花粉も終りにて窓を開ければ春風通る
連休の実感もなく庭先の黄菖蒲見ている今日こどもの日
宅急便にカード添えられカーネーション送り主には娘の名前
カーネーション「さくら月夜」という新種紅の濃淡鉢に溢れる
若きらが高枝の梅採りに来て一時間程で早早に帰る
梅の実に六割程の甜菜糖水の上がるを楽しみに待つ
炭酸水で割りて冷たき梅ジュース暑き日われの午後のおやつに
粗大ゴミ二階の本棚運び出すサービスありてありがたきこと
わが狭庭草花雑草入り乱れ緑いっぱい自然のありさま
家ごもり何も変化のない日常庭に黒揚羽の舞いて過ぎゆく

山道に春は来たよと白梅の香り清澄山はるかに拝す
夕日影たしかに明るさ伸びきつつ茜の空に鉄塔映す
渚道畑一面を黄にそめる菜の花ゆれて茜の空に
明日より今日たしかなる花の芽の辛夷にひとひ初夏の風
樟の葉を鳴らす一連の風の音ときの流れと思い聞きいる
ひとすじの光となりて風の吹く行方に山の若葉なびかう
職を辞し心のゆるみたるならん暁がたにまたひと眠り
堪えがたき苦しみ持てば窓外の藤の花房重しくもりに
さながらに光の溶ける感じして夜の路上に雨降りつづく
外装の成りたるわが家を遠くより見つつ夕べの道帰り来る
侘住い昭和平成生き抜いてさだめと思い生きると決める
梅雨空を爆音たかく南から飛び去る機影羽田を目指す
歩み行く砂丘の向うの海見えず中洲の雑草に葦の穂白し
時化過ぎたる河口を行けば潮残る干潟輝くひびく海鳴り
靄こめる夜の海ぎしさながらに渚も海も沈黙の白
雨やみて午後のベンチに老いひとり芝原低くあきつ飛び交う
すこしずつ黄を足しながら晩秋の風に揺れてる銀杏の並木
ひとり居の老いを気づかいお隣りさん回覧板を手渡しくれる
幾年も逢わざるままに姉は逝く速く嫁ぎて縁うすかりし

いな づ たか こ

稲津孝子 福岡県
生ごみより蔓を伸ばして庭に這ふ南瓜に朝ゆく受粉のために
庭隅に初めて今年ともる花は母の家の庭の盆に咲きゐき
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人の名を思ひ出ださず嘆く我にそれは忘れてよき名と人の言ふ
夫の生まれ月の日の花の藪甘草朝に開きて夕べは落ちる
布袋葵藪野甘草月見草含羞草わが夏の一日の花
夫を案じかかる電話の向かうにて娘の大根おろす音せり
輝きてをりたる頃の祭壇の写真の夫に安らぐ我は
母の浴衣着て寝臺に寝みゐし夫おもへば涙の出でつ
新型コロナ禍のためひとに知らせずに夫を送る事の寂しさ
貝殻の釦の形のこりたり荼毘に付したる手首と胸に
お礼柿といひて残せる庭の柿ついばみてをりふたつ来たりて
茎長く数多咲きゐる石蕗に黄の蝶入りてまた出でてきつ
大切なノートに震へて夫の書く西行のうた松陰のうた
寝台のうへも安けくあらざりて要介護五の夫の日にち
日めくりをめくれば今日は放生会博多の祭始まるはずの日
寒さきて葉の無き枝に鳴く鳥がその連れ合ひを追ひて飛びゆく
門ひらき立ちてとどまりさて思ふ右に行かむか左に行くか
幾度も種とりて播く母の百合が塀の傍へに一輪ひらく
あきら
かなめ
アの行は明かるき響きと父言ひて名づけし弟 章 と 要
暗き道に夫のコートのポケットに共に手を入れ歩きし事あり
筥崎の社に夫とくぐりしはいつの事にや茅の輪くぐり
杖つきて夫が花屋に行きし今日夫のをらずひとりの記念日
思ほえば鵲二つ電線にをりたり夫の逝きにし朝に
花のころ来にし事なし池の巡り早咲きの桜辛夷の蕾
閉づる戸の向かうに夫ゐる如く思ひて安けくゐる事のあり
万が一躓きたらばと近ごろは思ふことあり駅の階段

どうしても思ひ出ださずひとに聞く昨日は小錦けふは花の名
明け方に激しく雨の降りきといふ庭の池水溢れてをりぬ
雨多き八月過ぎて秋明菊はや立つ夫の一周忌近し
彼岸に入りて草蔽ふした紅の蕾立ちをりわれ知らぬ間に
幼くて母の作りしドーナツのレシピの砂糖の量はひとつかみ
女学生にて毎朝クラスで歌ひゐき昭憲皇太后の歌ひ給ひにし歌
苔までも庭師は除きてしまひきと冬鳥先生嘆き給ひゐき
暑き庭に出づれば斑猫寄りてきて飛石のうへ我を見てをり

いのうえのり こ

井上法子 大阪府
台風の待ち来る豪雨に地すべりと自然の前になすすべもなし
美しき満月なれどわが乱視二つに見ゆるを口惜しと思ふ
乱視のわが眼に見ゆる丸き月二つとなりて高く光りぬ
月にゐる兎のつく餅どんな味幼き時に母に聞きにき
いつ迄も咲き続けゐる酔芙蓉つめたき朝も白く開けり
待ちてゐる金木犀はこの年も匂ふことなくちらほらと咲く
ほととぎす秀明菊も満開となりてゆれをり波寄する如
いつ迄も咲き続けゐる酔芙蓉冷たき朝も日に輝けり
いつ迄も続くコロナに籠りゐて友への電話が頻繁となる
食料品だけは買はずに過されぬ空いてる時間に持てぬほど買ふ
高齢者持病ある人ぴつたりの我はひたすら籠りゐるのみ
夫逝きて嘆く間もなし子の為に新入社員となる三十六歳
親孝行な息子二人に優しい孫ひまご二人の今の倖せ

この年は楝の花に遇ひにけり夫の逝きて六月となりぬ
病む夫の先ざきのため備へたる床暖房が温し足の裏
昨夜の雨に濡るる月見草の花萎れて伏せり飛石のうへ
義父逝きし七十六歳その後のひとりの義母の二十七年
義父逝きてひとり暮らしてゐし義母の年月思ふ二年八ヶ月
昼すぎて日の射しきたる門柱に日の丸を出す端午の節句
波の音枕のうへに聞こゆる願ひ冬鳥先生言ひ給ひゐき
梅雨に入る朝の厠にゐる蜘蛛が壁を横切る立ち止まりつつ
またひとつ電線に来て鵲が左を向けりふたつ竝びて
草を取り庭に屈めば通るひと大変ですねとまた言ひて行く
ドイツにて指で示してスライスを薄く頼みき鋤焼のため
くるまれて隊員の腕に泣く赤児土石流のなか救はれて
一合を炊きて供へぬ佛にも健康のため麦の入る飯
コンパクトディスクにそのまま残る盤夫と最後に聞きをりし曲
「荒野より」の歌詞を聞けよと教へ子が言ひたり彼は妻を亡くして

池の辺を歩くは椋鳥帰りきてその声を聞く電子辞書にて
大鷲の尾の羽根献上すといへり藤原三代弓矢の羽根に
夜光貝象牙紫檀の材漆金銀豊富な藤原三代
学生にて長く歩きしデモ隊に共に歌ひて覚えにし歌
夕方に娘の電話のベルが鳴る一日一日支へてくれて
蹲踞の布袋葵の花のなか小さき蝗が頭を出しつ
土手越えてきたる波の端ひたひたと進みき人住む田畑のうへ
杖をつく夫待たせて石段を上りて見上げにし那智の滝
盆のころ決まりて開く白き百合咲けり夫の初盆の庭

ニュースつければ先づはコロナの感染者増ゆるが続く続きて止まず

ふくらみて莟いろづく沈丁花春の気配のそこまで来をり
東北の大雪つづく画面みて高齢者の雪かき案じて詮なし
もうすぐに開きさうな白玉椿炉を開く日まで待つてと声かく
幼き頃より知りてゐる子の自死のしらせ去年の賀状出して見てをり

友の子の自裁の知らせに声もなし受話器持つ手のふるへて止まず

子に先立たるるより不幸なし友は八十八歳にして子に先立たれたり

八十八となりて頼りの子は逝きぬ友の嘆きは言葉にならず
いつ収束するかも知れぬコロナ禍に孫に会へぬ日指折りてをり
原稿を送りてほつとする夜は温めのお湯に長く浸りぬ
来年は再び出せるかと思ひつつ内裏雛つつむ三月の尽
庭に出ることも少なく隅に咲く貝母の開くを今朝見つけたり
横向きて小さく開く侘助の二つ三つが好きな方向く
沈丁花ことしは香り弱くして窓を明けても気付かずに過ぐ
雪柳とき来れば咲き固まりとなりて夜目に白く浮かびぬ
来る年も出せる様にと願ひつつ雛片付ける三月の尽
四月とは思へぬ暖き日の続き立金花が飛び飛びに咲く
手洗ひとマスク外出つつしみてそれでも感染日日に増えゆく
いつ収まるか解らぬコロナどの局もニュースは常に感染者数を言ふ

テレヴィには咲きて散りゆく桜あり今年の花見は終はりとなれり

持病あり八十九歳われのこと死亡條件ととのへてをり
あぢさゐは季を忘れず咲き始む白から紫に色をかへつつ
咲き残る乙女椿の一輪が今朝の烈しき風に落ちたり
鳴子百合小さき鈴をあまたつけ風来ればゆるる音を立てずに
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ひたすらにワクチン打つ日の予約待ち息をひそめて籠る毎日
子のための小さき兜床の間に飾るはわがため魔除けと思ひて
暫くは会へぬ友への電話代コロナのために増ゆる月月
年重ね二人となれる歌の会逝きにし人の話はつきず
テレワークの息子のための朝昼晩おやつもありて忙しくなる
庭の木の水やりこの頃面倒となりて一日二日忘れたりせり
風の来て音なくゆるる鳴子百合なるこはすぐに色あせて来ぬ
孫二人曽孫二人健やかに命つなぎて卆寿となりぬ
十七歳で咳血して死ぬるかと思ひし我が卆寿を迎ふ
緑ひと色となりたる塀に今朝ひとつ凌霄花ひらきて夏の近づく
計るたびに減りゆく背丈縮んだねえと会ふ度妹嘆きつつ言ふ
植ゑ替へて少し伸びたるランタナに待ちたる莟二つ三つ見ゆ
その腕をとりて歩きし日もありき夫逝きて五十年忽ちに過ぐ
曾孫の来るとの電話に手の届く物を急ぎて棚に移せり
植ゑ替へて少し伸びたるランタナに莟見つけぬ三ミリほどの
顔面を叩きつける様に転び救急車の中で止まらぬ出血
つき添つてくれたる妹有難し夕食用意してお大事にと帰る
初めての蟬の声きく七月も終はりに近くコロナは多し
若衆の姿で踊る仁左衛門花道に来れば細き足首みゆ

いのうえまき こ

井上槇子 新潟県
曼荼羅の対の掛軸湿気とると御堂に吊す顔料匂ふ
喜びて韓流ドラマ観てをればモラハラめきたる夫の言葉ぞ

日の照りの続きをれども残雪の多く残れる山の墓原
八重桜の小枝とともに雀らは春の疾風に吹かれつつ飛ぶ
アパートの踊り場の隅にうづくまる熊の捕獲の麻酔銃の音
語気強く嘆きゐる友昂りのしづまりをればわが疲れたり
蓄電量の走行距離きき求めたる自転車またもさほど変はらず
境内の広きに自在に遊びゐる子猫にもある幸運不運
池の端の水草あさる色鯉をねらふ狸の滑りたるらし
池の鯉を狙ふ青鷺みつけをり投げる小石はみな躱さるる
コロナの重症累計見る度にその一人なる知人を案ず
黴除けとして酢を入れたる梅干の色鮮やかに食卓にあり
退院の祝ひを言へば連合ひの今後の看取りを媼はつぶやく
姑より受け継ぐ講も二十余年茶菓のもてなしに悩みつつ仕切る
気掛りの思ひを忘れ眠りたし明日の光に遇ふを望みて
法事二つ葬儀一つが重なりて夫と子梅雨に打たれ出入りす
言葉にていへぬ不満に乱暴な戸の開け閉めを夫は気づかず
寺に住み人と同じく自我を持ち時にはひとりの暮しに憧る
寺の行事中止になれども配布せる資料作りに連日追はる
コロナ禍に寺の行事を止めをれど回向袋集め役員ら来る
玄関に駆け付けたれど布施袋置きて待てぬは酷暑のゆゑか
触角を光らせ部屋の隅に動くムカデは十センチ余りもありぬ
去年五匹捕へてこつを覚えたりためらはずムカデを履物で潰す
語気強く指示するわれに驚けど夫は逆らはず従ひて呉る
コロナ禍に縮小されて我が家を揺るがす花火大会短かく終る
遠くより親の介護に来る友にコロナ禍なればと口止めさるる

韓流の質に加へて率直なる演技の魅力に百回目観つ
くぎりなき寺院を継ぎてぽつねんと夫は教職時代の趣味の話す
葬りの斎の料理を寺に近く住む媼へ持ち行く少しためらひ
三十三観音めぐりて登る城山に落葉積もれば滑り進まず
午すぎの思ひがけなき土砂降りに自転車ごと乗せてくるる車あり

年末の清掃業者に空きの無くコロナ禍に見込み違ひの多し
雪つけて咲く白菊を手に束ね葬儀告げ来たる人に渡しぬ
歳晩の賽銭箱の底暗く硬貨絡まる鼠の巣あり
齢重ね感覚いたく変るらし「マディソン郡の橋」にけふ感銘す
わが肩のつぼに合ひたる深揉みのマッサージ椅子遂に寿命か
良き縁と見合ひに行けど酒席をば疎む娘は早も帰り来
突風によろめくわれに縋りたる媼と共に道に転びつ
急勾配の御堂の屋根の雪崩れ隣る位牌堂すこし傾く
やうやくに小降りになりたる早朝に雷鳴ひとつ光のふるふ
雪融けに切り倒す樹の目印のピンクの貼り紙今年際立つ
年玉の額に心をくだくなどかくも孫らの成長早し
除雪にて渋滞長きに先頭の車の脇にて人ら争ふ
冷えしるき寒の日々にて肩の凝り癒えずに車酔ひのごとしも
春の晴れ三日続かぬと聞きをれば今朝は淡雪梅に降りつぐ
窓近き山のなだりを駆けゆけるうさぎ冬毛を僅か残して
惚けたる母はかつての教へ子と交せる手話の明瞭にあり
連なれる桜まつりの提灯の暮れゆく水田に際立ちそむる
待遇は旅館のごときホスピスの病棟一円に線香立ち込む
サプリなど嫌ふ夫に工夫して飲ますエネルギー近頃薄し

信号待ちの車窓の前を歩みゆく女の広き襟刳りまぶし
さへづりが会話とテレビで知りてより鳴き合ふ鳥に耳をそばだつ

騒がしき声響かせて鴉らは墓の供物を銜へめぐり飛ぶ
太陽は片かげりつつ稲刈りを終へたる親子の上渡りゆく
遠き日に我を嫁にと言ひたる人その連合ひも早世と聞く
言ひたきこと我慢してゐる日常が夫との仲の和みを保つ
法灯などと言ひてコロナ禍に遠隔法事を頼む檀家もありぬ
遠隔の地の法事にして卒塔婆書き御堂でひとり夫の読経
遠隔の法事の撮影書状など細やかにする夫に疲る
寒暖の差の大きくて外出に着替ふる服の定まらずをり
広ごれる刈田を見るは味気なく鴉のくくむ鳴き声さびし

う じまたか こ

卯嶋貴子 ☆ 東京都
リュックに荷物を詰めてウオーキング重さに負けて腰を痛める
多摩支部の歌会は永田さん病みてコロナ収束せず休会つづく
孫達の帰った後に残りいるサラダ揚げ物三日かけて食べる
カサカサに乾いた枯葉を踏みながら歩いてゆけばパリパリ音す
豊作の今年の柿は鳥たちが嘴で傷つけ渋を抜きおり
干柿を作らんとして夫と息子が屋根に登りて実を取りており
冬型の気圧配置の強まりて七階のクリニックから見る富士山白し

柿の実が全部なくなり裸木になり鳥たちも集まらず
三日前固い蕾の福寿草今日は暖かく満開になる
二月の雨は土に水分含ませて新芽の準備をととのえるらし

366
作者別年間全作品
367 作品年鑑

尊敬する先輩逝去す別れにも立ちあえずコロナうらめし
翌日に整形外科でレントゲン撮り傷肩の痛みに痛み止め飲む
清らかな制服の少女に朝八時通学途中で挨拶される
久しぶり乗る電車は若い人が多くみんなスマホをみてる
電車を乗り継いで来たワクチンの会場は人が数多集まる
バサッバサッと大きな音がして小鳥が部屋に飛び込みてきぬ
青い空都会に住む鳥たちはビルの上からビルの上にとぶ
公園の三羽のカラス芝の上にカアカアカアと会話している
高原のリフトに乗れば足のしたの花畑にアサギマダラ群がる
青かった紫式部の寒くなり今日はしっかり色づきおりぬ
栗ぶどう梨を購い帰りきて秋を味わう今年の秋を
友人とラインのやりとり楽しくてスタンプ使い思いを伝える

うちがきよね こ

内垣米子 千葉県
早ばやと必要部数のカレンダー買ひ揃へたり百円ショップに
時代劇に大きく顔の映るとき耳にピアスの穴が見えたり
暑き日に暑く涼しき日に寒く柄は良き服のさういふ素材
電話料金安くなるとふ勧誘を断れば女性の声高くなる
ウエストが窮屈になりとりあへず電車の席に両足浮かす
ありなしの段差にひどく躓きつ空に火星と月ならびゐて
店閉ぢし百貨店の白壁に這ひ広がれる蔦の紅葉
木星の近くにゐたる四日月けふふつくらと火星にならぶ
月皓皓浮きたつ白き雲まさに大蛇一匹空わたりゆく

マスクかけ部屋着の上にコート着てポストまでゆく賀状を持ちて

ごみ箱を開くればそこにゐたる猫パニックとなりごみ箱揺れつ
久びさの半徹夜にてその後の回復おそしきのふまたけふ
右の手の痛みて風呂に試しをりまづはタオルをぎつちよに絞る
ともすれば忘れてゐたる誕生日友が電話に歌ひてくれつ
歌にせし花の名けさは出でて来ず出でこぬままに駅に着きたり
朝あさに山見ゆる日のおほくなり雪なき富士は輪郭おぼろ

マスクしてアクリル板を隔てたる会話に幾度も聞き返しをり
走行の揺れを難なく躱しきて停車によろけつ二足三足
時計より早く目覚めて鳴るを待つ意外に長しその間の五分
黄華鬘と紫華鬘さきし庭むらさきけまんは早く絶えたり
人こふるごとく飛びゐし冬の蠅よこたはりをりカーテンの下に
のど飴を含みて乗れる電車にて気管に入りこみあぐる咳
外堀を埋める性格あるときはいらいらするもまた埋めてゐる
気温差の日日乱高下するひまに白木蓮がふつくりひらく
この朝は富士見ゆること知るならむ中年男性座席を移る
二、三人空にスマホを向けてゐて振り向きたれば特大の虹
まんまるの赤き太陽沈みゆきほどなく望の月のぼりたり
シュレッダーなければ鋏に刻みたる手の豆がしむ湯船のなかに
ダリア一本八百円などいふ花屋ぺんぺん草の切り花のあり
その花に興味なかりしラナンキュラス薔薇に見紛ふ高級花屋に
色見本にムスカリの色みつけたり青藍あるいは藍錆の色
黄砂ふる豫報の地図にぽつかりと関東地方のみ免れて
横向きの手の置きどころ決まらねば抱き枕にて眠らむとせり

「立つたまま靴下はくことできますか」五指のソックス時によりけり

十年五年三年ものなど書きつげる日記あるとき空しくなりぬ
花摘まれ葉を枯らしたる捩花に緑きざせりまた見守らむ
雨おとす灰色の雲の隙間より輝く雲と青空のぞく
久びさに晴れて外干す家いへの干し物濡らすにはかの雨は
松戸より帰る船橋に吹く風を海風と思ふ海は見えねど
駅に見るデジタル時計みにくかり円きアナログ時計の減りて
補聴器を外し冬雷よみをりてドアのポストに不在票入る
上を向き左右を向きて定まらぬ腰の鈍痛やはらぐ躰位
コロナ禍に観光客を入れぬとて彼岸の花を刈り取れるとぞ
夕風の涼しくあるも汗にじむ湿度の高き今宵十五夜
金星の隠るるまへの輝きを惜しみ佇み信号見送る
十月になりても暑し汗じみの目立たぬ服をけふも選べり

わたしより小さな姉がときに言ふ「私は甥をおんぶしたから」
この春は菫の花に気付かざりここにあそこに実の弾けゐて
一株の冬を越したる捩摺を行きと帰りに見やる習慣
帰りぎは降り出す雨の止むを待つ大雨なれどわが粘り勝ち
貼り薬手首に見ゆる人のありわれ両膝に貼るモーラステープ
冷蔵庫洗濯機服蛍光灯最近失敗したる買物
何度目の手術の折か文字通り薄紙を剝ぐ実感ありき
エスカレーターを歩きゆかねば間に合はぬさういふ無念なる
乗り継ぎダイヤ
外を見てをりてよろくる電車にて床に目をやるわれの対応
脚の骨を切りて身長十センチ伸ばしたりとぞモテるためとぞ
色白のほつそり小柄のマスク顔みわけつかねば胸元を見る
丸かりしものを気付けばへの字なりそれもさらなりお臍のかたち

江藤ひさ子 大分県
ふぢばかま秋明菊が咲く庭に髙く香りて咲く金木犀
シルバーの庭師の手際心地良し高き脚立に木蓮を切る
大量に切り落とされた木々の枝を片付けに来つ男子大学生
その様子見てゐて楽しお茶菓子を漬物を嚙むパート大学生
新鮮な白菜を見て即決まる二人の夜はすき焼きの鍋
雄ん鳥の鶏冠の形に立ち並ぶアロエの花にしばし歩を止む
プランターの菊に巻きたるにが瓜のその成熟に小指を翳す
収穫の時告ぐるがにプランターの菊に巻きたる小さきにが瓜

え とう

街路樹の根方に咲ける捩花にけふはカメラを向くる人あり
行き帰り必ず見やりし捩花の切り取られたる切り口白し
溝蓋の格子の隙より顔を出す露草の青ふまれてありぬ
列となる小高き緑まどにみて海岸段丘に想ひを馳せつ
品切れの後に出回るマスクにはゴム紐わづか短めのあり
違和感のみぎりの膝にサポーター付けてしばらく左に違和感
晴れ曇り年中日傘の人が行くかくいふ吾は年中帽子
大輪のしぼみたる夕あす咲かむ蕾ふくらむアメリカ芙蓉
二年目のマスクの夏のわが対処日傘の下の帽子脱ぎたり
短時間局地的に降る雨にぴつたり遭遇役立つ日傘
斜に構へ左右の揺れをかはしきて慣性まざまざけふの停車は
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山茶花を追ふがに庭に咲くつばき白長楽のしろ雪小國のピンク
「あらマスク忘れて来たわ」ハンカチを三角に折り鼻・口覆ふ
高原や山のそれには及ばずもそれなり燃ゆる庭のどうだん
残照に昇り初めたる満月の薄紙貼りたる如きその月
今年また八十路ふたりの鬼はらひ夫が豆撒くお面かぶりて
夫の撒く豆を拾ひて噛む数個快き音楽しみながら
福を招くといへどもわが齢より一粒多く豆食むは無理
リズム良くコンクリートの道つつく鳩何を啄むそれのひたすら
晴れ渡る空の紺碧建ち並ぶビルの直線まことくきやか
五十年前の思ひ出手繰る夜半眠り来ぬまま旅を巡りぬ
ペアの旅とて夫を誘へば夫は即休暇を取りきその十五日間
当選の二十五組五十名が東京のホテルに集ひき出発前夜
旭川から大分までの五十名絆深めつそれの即刻
当地にては使ふ術なき株主優待券此度も埼玉の息子に送る
満開の桜並木を見上げつつ夫と歩く大分河畔
林立の姿に咲きて咲き盛る十二単の花の濃紺
赤・白・ピンク丈の高低そのままにつつじが盛るけふから四月
鈴蘭に似る小さき花ぎつしりと下向きて咲くどうだんつつじ
庭師らが切り過ぎたるか蠟梅も木蓮も花咲かぬこの春
吾の為すすべてを許容してくるる夫にただただ感謝する日々
高崎山自然動物公園この年の猿の赤ちやん第一号の名はアマビエ君

チュンチュンとパンを待つらし雀どちごめんなさいね今日は
無いのよ
紫の濃きと淡きが盛り咲くほたるぶくろの庭のそちこち

己が色誇張するがにトレニアが庭に盛りつ紫ピンク
朝刊のクロスワードパズル待ちて解く土曜日毎のわれの楽しみ
近寄ればかすかに香る藤袴わが背の丈に緩く揺れつつ
玄関に床の間トイレに藤袴挿せばほんのり秋なる気配
ふじばかま隣に向かひに持ち行けば鼻近づけて笑顔がかへる
藤袴を好む蝶とふあさぎまだら待てど来ぬまま花終はりゆく
真向法体操終へてお茶タイム新政権に話が弾む

おおつかてる み

大塚照美 兵庫県
懐かしき教会のまへかのイヴに信者を巡りて讃美歌うたひき
静やかに降り続きたる秋の雨せせらぎの音きくけさの測溝
「勧進帳」の場面ばめんに隣席が小声なれども謡ひてやまず
外出も家居も意識せる背すぢ姿見に映す人の褒むれば
小春日と冷気を日にち繰り返す道に踏みゆく桜のもみぢ
県警の車の傍にバイク見ゆ浮かれゐたるかこの小春日に
さざんくわのちさき莟の庭のへに女王のかがやき金木犀は
まなこに棲む蚊は日によりてすがた変ふ変幻自在ときに美し
しつかりと抱きしめたかり地球へと一途に還るはやぶさ２
冬雷の表紙のあぢさゐしばし見つ庭に切りゐし母の面影
躰温を計りて目薬血圧計あさより始まる先づ自己管理
珈琲のミルクの広がり薔薇となる今朝の食事はホテルの気分
落下傘の大気圏にて開かねばならぬ畳みかた見つ映像に
子に頼らぬ生き方よしと思へども可愛げなしと人に言はれつ

盛りたる椿が終はりいざ出番といふが姿にさつき咲き初む
夫も亡く子も無き義姉「ありがたう」と声無く言ひて逝きて
しまへり
己が葉を覆ひ盡くしてふんはりといふがに盛るさつきのピンク
パン撒けばすぐに寄り来る雀どち鳩が来たればいつせいに立つ
女郎蜘蛛・蓑蟲・蛙来ぬ庭に雨蛙鳴くけふの唐突
擦れ違ふ小学生が「ただいま」と元気に言ひつ「おかへりなさい」
ひとり生えのトマトを朝あさ庭に見るプランターに植ゑむ時
を計りて
段菊が段に咲き初む庭の上むらさき淡く茎を並べて
藪甘草・凌霄花が咲き初めつ庭を彩るその黄赤色
枝垂れ咲く凌霄花立ちて咲く藪甘草の庭の華やぎ
高く低く凌霄花やぶ甘草モントブレチア黄赤色の庭
別名を忘れ草とて藪甘草憂ひを忘れさせる草とぞ
けふもとて茎かき分けて取る茗荷酢味噌に旨し夜の一品
ひとり生えの胡瓜を庭に収穫す四百二十グラム先づは一本
一日に数個が熟るるブルーベリー夫と等分けふ三個づつ
ひとり生えの胡瓜に支柱立てたれば蔓伸び上るそれの忽ち
やがて地に届かむ程に生る胡瓜にまだまだ伸びよと穴を掘りたり

暑き夏の代名詞とて蟬の声絶えることなし暮れてゆきつつ
間を置きて実る胡瓜をお隣に向かひに配る一本一本
公園の明かりに真夜を鳴く蟬の大合唱といふがの響き
暮れ方の東の空に稲妻が地面を突き刺す如き一瞬
雷鳴も雷雨も非ず稲妻の一瞬のみにて暮れてゆく空

この夜の新月まつ間に聴く「月光」秋の長き夜なべてわがもの
氷上に位置を決めたる羽生結弦まばたきのなしわれも息とむ
年どしの花たのしみたる桐の幹ばつさり伐らる隣の校庭
箱根へと向かふ駅伝走者らと平行の電車しばしの徐行
結婚の決まりたる子が帰り際「お願ひします」と置ける臍の緒
見頃なる庭の椿の花いくつおほかたは落つよべの嵐に
日向ぼこの猫に何ゆゑこの汚名ネコに小判やねこばばなどと
苗床の水を吸ひたる豆苗はふたたび茎をのばす窓べに
弔ひ後ひとりなる夫君くるま椅子にて朝の干し物われより早し
先の見えぬごとき介護のつづく姉に触るるも稀とふピアノを勧む

病む域を脱する泳ぎ鮮やかに池江選手は五輪を勝ち取る
打ち寄する波の音などもう聞けぬ泳ぎし浜に護岸のつづく
保育園にて模範ときける五歳のまご行きたいと喚く昨夜の銭湯
補聴器を付けざる友が聞き返すその度ごとに声を張り上ぐ
み仏が喜ばれるとふ高野槇ともより届く春あきの彼岸
食道の切除なしたる子に送る癌の数冊われ図書館に
凛として艶やかなる毛の黒きねこ飼ひ主が探す三度目のチラシ
新入の社員らしきが菓子類を台車に積みて売りに来たりぬ
五十軒廻りてただの一軒とふ売りの言葉に負けてしまひさう
連れ合ひの皿のたまごの殻を剝く義妹の優し朝の喫茶に
学業のあひ間の旅なる尾鷲にてヒノキに関はる若さ羨しむ
山里の田畑を分くる道のべの右はれんげ田ひだりは菜の花
栃の木の葉陰のおほき花房に存在感あり濃きべにのいろ
会場の問診をへて待つワクチン気はすすまねど素直になりて
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ワクチンを終へてまどろむ昼さがり覚むれば冷たきところてん食ぶ

赤しろの帽子の学童つづく道マスクの声のひときは高く
恙なきを喜び合ひたるをととひの友が今朝がた骨折入院
ビルマにて叔父の死ににし戦場の番組みつつ唄ふ「海ゆかば」
施設の叔母が泣きたりといふ壁の写真われの知らざる叔母の実兄

あかね

文士達の集ひし浅草神谷バー夫は下戸のわれを相手に
突然の通夜にきたれる門口のあかりに際立つ凌霄花
ネクタイと磨ける靴に拘りし亡夫の茶の靴ときにみがけり
書くといふ脳の働きそれを読むとふ脳の働き異なるを知る
やうやくに人と関はる難しさ納得すらし孫の達観
最終日けふの吉村芳生画展百二十四色の鉛筆画の藤
盆提灯つるす軒端のまだ暑く秋立つ夕べ風の吹きませ
ご自慢の秋田犬らしそもそもの話ききをり箒もつまま
店いづる少年達に声かくれば籠のかぶと蟲いつせいに見せつ
隣接の寺の庭にてきそひあふ蟬はすずめに負けてゐる今朝
競技場観客不在のスタンドに歓声きくよな椅子の色模様
瓶にさすすすきと籠に盛る栗と団子をそなふ雨の十五夜
老いたればもてとふ知的好奇心さしずめ歌よりはなるる勿れ
小豆煮て日にちたぶる薬湯にあらねどよろしと人の勧むる
ファックスの届くも発信不能にて子の帰省まつ故障あれこれ

おお の

大野 茜 神奈川県
隣の笑顔の四歳児駆け寄りて何してるのと問ふも嬉しき

新しきクラブを手に取り品定め芝生踏みしめ生涯歩まん
棚引ける雲も真つ赤な夕焼が照らす丘の上に白亜の病院
昼寝より目覚め虚ろに伏したまま烏の騒ぐ声に覚醒
公園のベンチに休むインド人サリー姿も日常の景
欲しきもの一つ求めて百円ショップ支払ふ時は八つ籠にあり
三密を避ける教室工夫すれど中学生達帰りはじやれ合ふ
ひと夏の実りを呉れしミニトマト茶色に枯れたる茎そつと抜く
友よりの二百余りの栗剥きて妻は窓辺に肩をぐるぐる
防災の日はリュック開け期限切れ入れ替へ済ませ心も締める
七十年工事続きの横浜駅これで終はりか高層ビル建つ
感染の心配のなき美容院調べてと妻パソコン開く
古き家の更地となりて三軒建つ若き夫婦らまだ名を知らず
インフルエンザのワクチン打ちて冬備へ後はコロナを睨みて暮らす

コロナ禍にインフルエンザは罹れぬとワクチン打つ人医院に満つる

運転の認知検査の近づきて記憶の問題スマホで練習
密避けるコロナの時は車旅あたらしき地図にルートを印す
喜寿過ぎたる友は日本の行末を深く憂へて電話を切らず
朝早く体育館へ体操に凍える両手を擦りて耐へる
第三波大波となり陽性者日に三千人に恐れの募る
朝十時掃除を終へて一息と珈琲淹れる十年かはらず
誰が仕業か篭にも入れずゴミ散乱週に二度ある朝の不愉快
焼き立てのパンを求めにデパートへ旨さにつられ歩数も増える
正月のテレビ番組騒がしく切りたる後の静けさよ良し
庭隅の泥ねぎを抜き皮むけば朝の光に透き通る白

森削り田畑をつぶしメガソーラー緑失せても自然エネとふ
コロナ禍に散歩の道の数ふえて歩数を示す表など作る
初売りの玉蜀黍を網で焼き艶々光る粒を頬ばる

お じまとも よ

友よりの写メール二枚にばらの庭ばらに囲まれワイン飲みゐる

老夫婦の哀歓の絶頂と書かれたり『みのむし』の重さことば失う

父母と河童の碑を訪ねたりうな重共にの短歌もありけり
沼に臨む屋敷に住みし住井すゑ「沼は大地のえくぼ」と言えり
「大空に対いて微笑む」その沼は開発進み風情もあらず
人間の心見透かしいる河童どう見るだろうかコロナ禍の今
二十年共に働きし看護師は気負わず語るエピソードなど
雪掻きに励むラインが次々と金沢の孫「超やばいよ」と
白地図や歴史年表作成の夏の課題は「身のうちの財」
非能率といわれることが底力と思う私は時代遅れか

好きな歌模写などしては暮れなずむ今日も草とりあとまわしなり

小嶋知葉 ☆ 茨城県
政治家に道徳不要と言い放つコメンテーターの言葉悲しむ
午後からの国会中継釘づけにことばの応酬真実いずこ
教育への所信表明オンラインとそれだけですか淋しすぎます
土曜日のクロスワードは脳トレと挑みて出会う未知のことばに
食卓に辞書三冊を常に置きことばさがしは果てしなくなる

花に向けスマホをかざし写真撮れば道端の花の名画面にあらはる

解体する烏賊は私を敵と見て墨を吹き出す怒るが如く
白が咲きピンクがひらき紅も咲く椿の開花順番ありぬ
花弁は絣の模様それぞれにひときわの冴え五弁の椿

誕生日に本を送れば四歳児電話の向かうにはつきり礼言ふ
丘の上の我家の眺め狭まりぬ三階建ての次々建ちて
春まだき垂れ桜に花のなく糸のごとき細枝揺れる
ニシキギを霜より守る根の筵そつと剥して春を迎へる
免疫の力を保つは運動と日々五千歩を決めて出掛ける
フリージアの莟はなべて紫なり花の開けば幾色ならん
朝食の果物入りのヨーグルト飽きることなく幾年過ぎぬ
水遣りの効き目ありしかシクラメン桜の開花過ぎてなほ咲く
延長の緊急事態宣言をテレビ騒げど変はらぬ暮らし
大地震あした襲ふも不思議なし新築待てと父の遺言
捨て置きて五年過ぎたる古株を三日を尽くしゆさゆさ抜きぬ
巨大団地の芝生広場の満開の枝垂れ桜を一人占めする
次々とコロナウイルス変異する守る免疫味方はワクチン
友よりの小説四冊読めと言ふ自粛は学ぶ時との暗示
衣替へ箪笥を引きて選びゐる若き時代と変はらぬ習ひ
デパートにパン屋の増えて三十店選ぶに迷ひいつもの食パン
百年のご愛顧感謝の張り紙し終ひの朝も働く豆腐屋
副作用あるやも知れぬワクチンに備へて机に薬とお粥
赤紫蘇に青梅漬けて三日待つかりかり梅とふ我家の夏味

ニシキギの固き莟の殻はじけ十字の緑の小花鈴なり
咲き初めたる薄紫の茄子の花五裂の花弁に太き実予感
ワクチンの予約の始まる朝九時は見えざる相手と一瞬競ふ
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芽吹き待ち青空ながめ雲ながめ静寂味わう春の一日
「さまざまのこと思ひ出す桜かな」芭蕉に誘わるる如く出で来ぬ

立ち止まり彼岸桜をながむればヒヨドリの来て蜜吸いあさる
掘り立ての筍二本玄関に「今年は不作」と添えがきのあり
切りすぎを後悔しつつ待っていたみかんの枝につぼみびっしり
山法師つつじみかんと咲く花はなべて白なり緑の中に
大方は緑一色の樹々の中きみどり色の柿の葉光る
コンサートホールの中に居るような「ライブ映像」吸いこまれゆく

「くつろぎの隠れ家」と呼ぶ喫茶店粋なマスタークラシック通

オリンピックの開催に疑問感じつつ選手の姿に目頭うるむ
お礼にと月見飾りの後方に満月映る画像を送る
今月はバロック音楽準備されパイプオルガン壮厳に響く
ヴィヴァルディ標題的に表現す「四季」の響きは過去へと誘う
太き弦Ｇ線のみの演奏とはじめて知りぬ「Ｇ線上のアリア」

か とうとみ こ

ピラカンサの朱赤鮮やかに輝いて棘もつ枝にたわわに実る
塾より帰りおかずの確認する幼できたての煮物いただきますと
一夜明け雪景色となる鬼怒川温泉娘と孫と雪見の朝風呂

仙人のようだねと主治医のいう媼声をかければ「はい」と答える

一眼レフカメラで撮りたる満月よ影まで写る画像が届く
郭公の鳴き声奏でるクラリネット交響曲のぜいたくさ知る
解散はせずに待機の日々にして仲間とつながるラインが頼み
どきどきとわくわく感がたまらなく速攻の技バレー中継
立葵てっぺんまでの開花見て「梅雨が終る」在りし日の祖母
評論家立花隆の逝去知りもう一度読む「シベリア鎮魂歌」
わが父もシベリア抑留四年間戻りし後の苦悩は多く
猛暑日にゴルフに出かけわが夫は熱中症か消化器ダウン
三日間水と睡眠貪りて四日目に食む桃はうましと
去年の冬霜にあたりしシャコバサボテン見事に復活数多の花咲く

加藤富子 ☆ 栃木県
ワイパーは忙しく左右に揺れ動き一年ぶりの旅行は雨なり
雪便り次々届きて日のつまる今年の暦の残りは二枚
踏み台が低くて届かず高枝切りばさみ伸びたる枝は電線近く
佐野産のみかんが届き食すれば期待していたる酸味なし
最近のみかんは糖度優先で酸味の個性はどこへやら
五〇〇㏄の点滴のみで生を保ち四ヶ月となる卒寿の女性

九人の「ラ・カンパネラ」聞き比べ最後に辻井氏弾きてどよめく

四鉢のシャコバサボテン各々に赤白ピンクを連ねて咲かす
十年を経て病院で逢う古き友空白感じずランチ楽しむ
枯れ草の下に蕾を抱いて待つ秘めたる力あるクリスマスローズ
俳句にいそしむ施設の媼卒寿を過ぎて投句忘れる
俳句などしなくてもすむ日常よ言いつつ媼は歳時記を開く

琴奏者自ら編曲したという「荒城の月」せつなく響く
広島と長崎深く思う夏「条約不参加」のことば悲しむ
「世紀を拓く原子の火」高らかに歌いし日あり県民の歌
コロナ禍を生きぬく術がわたしには至極簡単ひたすら家居
渋谷区に住む娘よりラインにて「ブルーインパルス」の写真が届く

三角布固定の腕は痺れあり触れれば知覚も異常あり
出来ることあればの思い強くあり集団接種に向かうという友
塩原へ家族旅行計画し宿題終わらぬおさな慌てる
椎の実は強く吹かれて葉をまとい緑のままに高原に落つ
今からお安くしますよと勧められ赤と黄のハイビスカス購う
今年こそハイビスカスの冬越しを成し遂げるぞと枝剪定す

ち

こ

満室は二ヶ月以上と部屋係はＧＯＴＯトラベル効果喜ぶ
ひらひらと風に散りゆく木々の葉は夕陽に煌めき青空飾る
付いて来る我の背よりも長い影友と思いて独りの散歩
休耕の段畑幾つ放置され芒野原に戻りて往かむ

コーヒーの飛び切り美味しいカフェでした足止め見詰める閉店の紙

あの人が苦手だったと同僚の名を言う友の笑いながらに

公孫樹の黄続く並木に浮かびくるフランク永井の歌
「公園の手品師」

公孫樹の葉のこり少なくなりながらひらひら降りて我が肩に触る

川上美智子 ☆ 高知県
店先に鉢に植えられイヌタデは三百円の値を付けており
台風の残したる風に枝葉揺れ農道に朝の木漏れ日踊る
休耕の畑地に茂る荒地野菊猛暑の夏越え綿毛を飛ばす

かわかみ み

雨の音静かに流るる五分間茉莉花茶ゆるゆる開く
ガウラの和名は白蝶草白き小花に風がそよ吹く
足腰の元気な今こそ実現を少し贅沢な正月旅行

シスターへの道を求めるという娘信仰を持たぬ吾には未知なる世界

刺激なく変化の少ない生活は意欲も記憶も乏しくなりぬ
コロナ禍で面会禁止外出禁止媼の世界は更に狭まる
時々は部屋を訪ねて会話する季節の移ろいなつかしき日々
にぎやかに土手にて摘みし蓬草時の流れに跡形もなく
娘達の一年生の日記帳几帳面にます目に納まる
二人の子そろって声に出して言う算数大好き国語は嫌いと
御神木はいにしえよりそこにある迷惑と言うは現代のわがまま
寒々と枝切られたる木蓮は春日あかるき空に花咲く
春の雨思う存分吸いこみて小さき花壇にイベリス白し
畝沿いに桜の花びら散り積もり畑の中に白く帯なす
世帯持つ我が娘なれば距離を持ち可能な協力家のあれこれ
天気予報雨の期待は裏切られ仕事疲れの手に如雨露持つ
物言わぬ植物だから気にかけて声をかけつつ水やり励む
二日間走行距離は一千キロ運転するは友のつれあい
五箇山の岩瀬住宅現代に凛と立ちいて三百年
柱から床板までが総欅囲炉裏で燻され黒く光りぬ
絵葉書の通りに拡がる白川郷コロナ禍ゆえか人影まばら
体調不良で休むおさなより電話あり家に来てよそばにいてよと
生日を迎えたる媼に贈りたる我の俳句に笑顔が返る
刻々と脳の萎縮は進みゆく今日の媼は娘の時代
整形医パソコン上の画像みて原因は不明だがと薬処方す
骨折の既往もあると変形の肘の痛みに耐えられず手術する友
医師からは三時間余と説明あり終わってみれば六時間の手術
退院日迎えに来れば三角布の腕をさすりてベンチで待つ友
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そこ此処にたんぽぽの花咲き初めて僅かに吹きくる風のかぐわし

感染者の少ない県を喜ぶも僅か七日で百人となる
青空を二つに割る雲引きながら飛行機が行く旅の恋しき
ゆるやかに回って回って大空の彼方へ鳶は去りてゆきたり

買い足したるチーズを食べて赤ワイン含めば小樽運河は眼裏にあり

散歩道に出会う婦人と立ち話コロナを話題に話は尽きず
山桜咲けば華やぐこの道に再会願い婦人を見送る
それぞれに寄付したる人の名札付く桜木に広末涼子の名有り
檜林に陽の射し込める一ところ藪椿咲き赤の際立つ
野の香り立たしめ茹でた蓬入れ春に常なる混ぜご飯作る

玄関先にジュースのレシピを書き添えて友が置きたる紫蘇の葉三束

連絡の絶えいたる友正月は息子の家でと伝えて来たり
草叢に咲く野あざみに触れたればその棘鋭く指先を刺す
遠ざかり振り向き見れば紋白蝶が薊の花の一つにふわり
玄関に生けたる百合の甘き香に暫し安らぎ気の軽くなる
夏木立昨日までの雨含み少し湿った風吹き抜ける
吹く風に木立の道はひんやりす誘い出したし籠もりいる友
庭隅の南瓜の苗は勢い良く育つ力を今日の励みに
雌の花が咲けば受粉を手伝うと言いたる友の退院願う
「よっちょれよ」鳴子の音が音楽が街中溢れる祭りも遥か
上出来なる初挑戦の紫蘇ジュース裾分けしよう近隣の人へ
若き等は眉間にしわ寄せ愉しげに大盛りカップのかき氷食む
浄化槽の清掃作業は炎天下差し出す冷茶に汗だくの笑顔
登り来て一息つきたる緑陰の爽やかに吹く風はもう秋

何があれど木々は芽吹きて緑増え自然は進み春がグングン
三月に吹く風いまだ冷たくてビオラが揺れる小さく揺れる
暖かな陽を受けピンと葉を伸ばす植えたばかりの小さな分葱
ザゼンソウ目立たぬ水辺にひっそりと後ろ姿が修行の達磨
右見れば春告げる黄の福寿草左は水仙散歩途中に
もこもこと大きく膨らむ山々は緑逞しく活動始む
シャキシャキと音も爽やかな春キャベツ山ほど刻む今日の夕餉に

手作りのマスクの数が増えてきて長びくコロナにまた布を買う
指痛い腰も痛くて歯も痛い友との会話痛いづくしで
雨の中のこいのぼりの目が寂しげで青空を待つ端午の節句
こがね色つんつん穂先を天に向け風が吹くたび麦が波打つ
特大のジャーマンアイリス花つけて携帯向ければ黄が溢れる
森の道木の陰黒く揺れている見上げれば緑すき間に青空
賑やかなすずめ鳴く声沙羅の木に飛び交う姿目で追い数える
五月末緑の季節に気のせいか花柄マスク増えた気のする
昨日は雨に揺れてた紫陽花が今日は青空に映える紫
夕方になれど湿気は変わらずにもうすぐ梅雨かと空を見上げる
二階から見下ろす庭に満開の白い花は沙羅陽に向かい咲く
久々に腕時計はめ気がつけばベルト緩くなる遠出もなくて
雨の日に楽しい事がひとつあり傘の花咲く色様々に
貰いたる胡瓜のボツボツ手に痛い味噌つけるだけの夏のごちそう

首すじを流れる汗が気持良い夏の盛りの冷水一杯
ジリジリと痛い光がさす朝にミンミン蝉はあちこちに鳴く
コロナ禍に夫と二人で墓参りあの日も暑かった父の命日

ち

こ

閉店後二年過ぎたる古民家カフェの庭に草茂り赤とんぼ飛ぶ
庭に向く席が好きだと言いし友閉店前のカフェに会えば
雨の日の散歩のコースは二キロ程かつて通いしドライバー学
院目指す

かわまた み

何もせずコロナのせいにしたままで気がつけば二月空を仰ぎ見る

川俣美治子 ☆ 栃木県
二つ三つ柿の実残る遠くの木風に揺れてる夕焼けの中
どんよりと曇った寒い日こたつから出るのを渋る時計見つめて
家族だけなれど厳かにしめやかに読経流れる母の三回忌
車窓から見える景色は秋深しもの思い誘う空も山も木も
カサカサと色とりどりの落葉踏み今日の散歩は格別楽し
起きぬけに飲む一杯の水冷たくてそれでも美味しい十二月半ば
晴れた日に空を見上げて立ち尽くしただただ雲の流れるを追う
行く年も迎える年もこれまでと異なる様子に戸惑い多し
枝だけになりて寂しい街路樹が今は逞しく春待つ勇姿
一月は空も空気も寒々し黄梅の蕾ふっくら開花待ち
西風の吹く寒い日は何もせず外にも出ずに日がな物思う
まじまじと鏡の中の顔を見るいつからなのか母に似ており
街路樹の根本に積もる枯葉の中夕日を受けてヒヨドリ遊ぶ
西風に押され流れる雲早く青空澄みて寒さひとしお
病院の待ち合い室は静かにてマスクうつむきテレビの響く
数百のシベリアからの白鳥が静かに休む多々良の沼に

さ

ち

こ

少しだけ降った夕立ちその後は暑さと湿気が絡みつくよう
秋雨の思いもかけぬ涼しさに身体が慣れぬ九月の初め
散歩道緑の中に白い花むくげがひとつふたつ目を引く
青々と繁るシソの葉雨の中生き生きとして切り時迷う
雨止んで蝉があちこち鳴き出して太陽出でて夏戻りくる
久々の雨後の山道気も晴れる見上げる緑に黄もちらほらと
台風の過ぎたる朝の青空に両手を上げて深呼吸する
日中の暑さも消えて虫の音が賑やかさ増す西空赤く
夏に戻ったような暑さに見上げれば青くて高い秋空広し

こう づ

神津早智子 千葉県
変化なき嫗の日記の如きうた時を忘れて机に向かふ
院内に買へるやはらかほしいもを恐る恐る食ふけふの仮歯に
通院にこの頃付き添ひくるる子ら整形外科と消化器内科
江戸川の花火の日程決まりたりコロナ禍いまだ続く霜月
コロナ禍の今年三度目の退院にベッドより立てずなりて帰りぬ
週末になれば来週の持病薬支度す夫に使ひしケースに
伴はれ行きしスーパーの甘藷この頃買はず吾子の犬死にて
高輪より来てくるる子の助手席に坐りぬけふは歯医者の予約
週末に来てくるる娘老犬の金襴緞子の壺を携ふ
少女の頃を知りて下さる歌の師の百歳祝ふ今年の賀状
元旦に豫約せし朝のタクシーに行く年頭の内視鏡検査
躰質に合はぬ処方の鉄剤にまたも深夜の腹痛と下痢

376
作者別年間全作品
377 作品年鑑

韓国の屋台の名物なるチーズドック美味しく食ぶる独りの朝あした

暗闇に箪笥の鐶の鳴る地震二階の床に動かず吾は
市役所を名乗れる声に反応し危ふく難を逃れたり今日
下町よりかの日見えしか筑波山筑波双耳は父の名取り名
日頃子に注意されつつかかりたり市役所をいふ男性の声
車にて付き添ひくるる子と歯科の看護師つぎの豫約を決むる
スーパーに並びたるらし子のみやげ峠の釜めし懐かし旨し
豫約なくけふは来たりて右膝の水抜きてもらふ五時間待ちて
下町の路地の縁台にゐし婆に幼く知りたる逆さまつげは
巨人軍のマーク鮮やかなエコバッグポストに入るコロナ禍の暮
ポスターに顔知る近くの国会議員眠りて居らずけふの中継
この年の開花をきく日昼の湯につかる富山の常備浴入れて
回り道して帰るらし糖尿の予備軍でなくなりし子の声
午後遅く来て泊まらずに帰るとふ娘の都合きくこともなし
コロナ禍の日々続きつつ早やばやと寺より届く回忌の知らせ
トラックの通過ふえたりと低き枝切らるる桜通りのさくら
往還を今年もたのむ春彼岸はじめて子と手をつなぎたりして
高輪より来たる息子の助手席に坐りて遠くのスーパーへ行く
伸び代のいまだあるのか先週に続く息子のけふのラウンド
北側の使はぬ窓の戸袋より出でゆく椋鳥けふみつけたり
リハビリの帰りの車待ちてをり散りては歩道をはしる花びら
週いちど送迎に通ふリハビリの満開の窓けふより葉ざくら
吾の畳む洗濯物をたたみ直す幼かりし孫医師になりたり
ゴルフ場にコロナ感染せる話早速伝へむ離れ住む子に

☆

愛知県

経験なき震度五弱の夜の揺れいち早く届く息子の声は

こ だまたか こ

児玉孝子
付き添いてくれたる長女の用あらば乗せてあげると帰り路に言う

花壇に花植え替えおれば通る男性しばらく語りすっきりしたと去る

御園座に歌舞伎の招待案じたるは孫のお伴で願い叶えり
ペダル踏む感覚しかと足裏に伝えてゆっくり田舎道をゆく
三河線の髙架工事は容赦なし母校の桜の古きを倒す
庭掃除をこまめに為せる長男に夫の面影想いをめぐらす
三回忌を勤むる用意数多あり家族の手を借り安堵の前夜
薩摩芋を掘るに始めのひと株に大小六箇土より出できぬ
夕刻に慌ててカーテン引きたればヒーターのコードひっかけ転倒す

八重咲きの真白き山茶花訪う人に愛でられながら狭庭に咲きつぐ

治療終え薬局に行けば代理かと言われ苦笑す若く見えるとう
雀の二つの群れの旋回す崩さぬ隊形にリーダーありや
一円貨に昭和三十四年と年号あり六十余年を渡りわが手に
ね
子の年の最後の満月中天に仰ぎて祈るコロナ禍の収束
タクシーの初乗りで着く病院に三時間を待ち受ける診察
小正月の十四度なる気のほぐれ花持ち墓前に独り言ちたり
八万円で売れたる愛車は甦り役に立つとう密かに喜ぶ
窓越しに差し込む光の明るさにも少しの我慢と独り納得す
駐車場に吾の車の消えてより免許返納したかと人の聞く
コロナ禍に外出少なく籠もる老い友の電話に弾む二十分

眠り来ず徒然に見る駅ピアノこの夜ユトレヒトの若きのハレルヤ

パソコンを持たねば遠く住む子らに今宵ワクチンの予約を頼む
泌尿器科に来たる診断は腰椎の手術以来の痛み止めをいふ
外出着いらぬ日々なれど週末に来たる娘とカタログを見る
年頭の検査の折の点滴の色残りつつ梅雨入り近し
営利なる増殖譲渡は禁ずとふ母の日の花あぢさゐ「美雲」
市役所に教へてもらひたる業者きて戸袋の鳥の巣を処分せり
鳥の巣に来たれる業者玄関の庇のまろき蜂の巣みつけつ
玄関の庇の黒き穴いくつ小さくまろし熊蜂の巣
日の延びていまだ明かるき午後七時野球を見つつ独り居の飯
浅草に寄りて来る子の土産旨し大学芋とさつまいもチップ
子ひとりに続きてきたる関宿藩浅田家は父の代に終はりぬ
惚けるのが勝ちと言ひゐし書の友の消息その後知る由もなし
亡き母の手術せし蜂窩織炎に奇しくもなれる嫁を悲しむ
日曜はゴルフに行くとけふ来たる娘は風呂を洗ひて帰りぬ
雨のなき梅雨のカーテン覗きみる躰温こえむけふの日差しは
江戸野菜谷中生姜は生でよし醤油漬け旨しいち番は味噌
家康の遺産にて吾ら生きゐると江戸城巡りてある人言へり
銀行に宿直の父と疎開児われ三月十日に家族亡くしき
エアコンを夜は二十九度にして団扇を使ふことし梅雨あけ
秋の墓参すませ親族六人に祝ひてもらふ八十八歳
医師の孫のパートナーらし存在を知りたりけふの席の会話に
日曜はゴルフに行くと前日に湯舟を洗ひ娘帰りぬ
塀こえて拡がる隣の金木犀ことしの遅き開花待ちをり

如月の気温あがりて畑には雑草小さく一面に覆う
身支度にズボン履かんと右足を入れるに滑り尻餅をつく
亡き姉の呉れたる五本の黄水仙畑隅に数多匂いを寄越す
侘助は慶長の役に持ちきたる人の名とあり広辞苑に知る
池江選手八十五点褒めていい点数と難病を克服再起にかがやく
夏野菜を植えると決めて待ちいしが日がな一日雨降り頻る
腰に湿布膝にサポーター確とまき苗植え終えて安堵しており
中学生の明るく挨拶かけくれし下校の出会いに心温もる
老人会の「元気アップ」に仲間入りコロナに負けじと筋トレ
ストレッチす
曾孫の足を計りて靴選び数多迷いて二足買いやる
結婚の意志なき孫と思い居しが長寿となりて吉報をきく
四十歳になりて女孫の結婚すと二人揃いて来るを悦ぶ
右足の脛に出来たる老人性疣医師は五秒の辛抱ととる
長の孫わが三十首詠みくれて「おばあちゃん凄いね」と言っ
てくれたり
気温二十八度窓みな開けて暑さなし風の動きにカーテン遊ぶ
トマトの実の色付きくるを狙う鳥光るテープを縦横に張る
手術なすを友に話せば大丈夫と三度の体験聞かせくれたり
入院に筋力失せて階段を上るに足元ぐらつきており
コルセット付け重きは持つな屈むなと気にすること多し動くを遮る

息子よりゆっくりせよとメール在りコロナに面会無きは嬉しく

コロナ禍に帰省出来ぬをビデオ通話孫の写りて元気な声きく
永久でなき永久歯の歯石とり歯科衛生士の優しく磨く
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暑さにも雨にも負けずつるむらさき菜勢い延びるを夕餉にポン酢で

尾鰭引き鮎の塩焼き骨抜くを見事になせり息子の手先
大腸は日に二度動くと療法士便意のあれば素直に行けと言う
画像みる二人の子らも納得す医師の説明に安堵したるらし
ゴンドラに乗るか蓑虫降りてくる手作り繭に貌覗かせて

さい か

齋鹿ミヤコ 神奈川県
天皇に即位の齢は十四と看板に知る明治天皇
「秋の夜の月にむかひて祈るかな」富国を願ふ天皇のお歌
花嫁の行列来たり神宮の夫婦くすのき茂れる前に
白無垢の花嫁行列のゆく様を立ちどまりつつ見る参拝の人らと
柿の葉と柿の実ともに小ぶりなることしの柿にすこし色つく
ドラマなり陰謀不正のあると言ふことしのアメリカ大統領選
道端の背高泡立草の群れ背を低くして咲くほどよき様に
行列の海鮮丼を諦めて焼き鯖鮨にしたる正解
焼き鯖鮨豚の角煮の味噌汁と牛肉弁当うまし金沢
日の丸を付けたる小さき飛行機が展示されをり零戦といふ
ただ一人事実と法に基づきて日本無罪としたるパール判事は
出逢ひたり靖国神社の境内に顕彰碑となるパール博士に
あからさま監視カメラに映りたる不正の手口アメリカ大統領選挙

このあたり雑木の林かつてあり藪蘭摘みき葛の匂ひき
富士みゆる丘の麓の国道のヘッドライトは線を作りつ
勤めより帰れば向ひの家の壁屋根と同じき黒となりたり

☆

栃木県

これよりは立ち入り禁止の山道に見上げる土手のひとつ山百合
ひなた
茅葺をぜひみてゆけといふ人のこゑ日向の山に車停めれば
ひなた
茅葺の屋根を載せたる日向薬師その壁黒く柱は赤く
呼び名には馴染みてきたる日向薬師の正式名称の宝城坊
職人の神様として祀らるる日向薬師の聖徳太子
十六歳の聖徳太子の石像に幽かに日向の山の風くる
境内の工事の人等の静かなる日向薬師は檀家無しとふ
藪蘭の伸びたる葉つぱを齧られる半分ほどを残してくれて
あら涼し朝と夕にくる風よかく去りゆかむ今年の夏も
秋になるけはひの続く朝夕のあれど今夜の三十度超え
エアコンを買ひ替へたれど使ふ日の一日で終はるこの年の夏
大抵は舞茸椎茸榎茸ときどきなめ茸入れる味噌汁
安ければ大袋入りの新生姜条件反射のごとく買ひたり
新生姜あれば作りたる甘酢漬けより簡単なレシピを選びて
香典を届ける役にてその家を地図に探しゆく黒の服着て
お知らせはしませんといふご遺族に町内会の香典届けたり
初対面の遺族と話し初対面の写真を見つつ線香あげつ

さ おと め

早乙女イチ

種はじき飛びたるのちの木の実なりモミヂバフウの実かたき棘あり

手のひらのモミヂバフウの実の五つからからとして重みをもたず

椎の実を拾ふ子どもなどをらず椎の実あまた踏みつつ歩む
この頃のなにか不足のあるらしき納得ゆかぬ汁物の味
道沿ひの庭の紅梅ちり始め白妙の梅つぼみ膨らむ
柿の実の今年は大きく育てよと裸の枝に鋏を入れつ
転倒の瞬間地面に万歳をしてをりこたびは上手く倒れて
給料をみな寄付せりと聞き及ぶ公約通りにトランプさんは
米国の大統領と日本の首相の給料ほぼ同じらし
草の芽も木の芽も牙をもつ文字に初めて気付く合点の文字
タクシーにゆけば緑の新しき柳ゆれをり柳通りを
スコップの先にかちんと音させて石は埋まりぬ牡丹のそばに
お向かひの二本の柿の葉しげるころさ庭の柿に新芽の出たり
こぞ虫に喰はるるままに過ぎし柿その箇所だけに新芽を付けず
スーパーに並ぶつぶ餡こし餡に少し迷ひて柏餅かふ
柏餅食ぶる子どもの日となりぬ菖蒲湯などを遠く想ひて
町内の空にあがれる鯉のぼり新築の家の庭に泳ぎつ
母の日と云ふ前の日に自分への真白き蕾のミニ薔薇を買ふ
ひとつ前のパソコン使ふ四月より町内会の文書作りに
挨拶をしてゆく幼にバアバだよ庭の中より返事してをり
児童館運営委員といふ役目座つてをれば会議は終はる
「自転車のプロになりたい」ひらがなの短冊の揺る児童館に揺る

同じこと話す人ゐて初耳と思ふ振りする同じ言葉で
新築の家の多くは土見えず固めたる庭に車が停まる

宇都宮あちらこちらと通りくれ店や家など見ながら回る
美術館入館前の駐車場へ庭園を見にさわやかな昼
駐車場につけば車が並びおり売店ありてつつじ咲きいる
爽やかなミカンの小花葉の中に白白と揺れ実の生るをまつ
そよ風の吹く葉の中にまるまるとピンポン玉ほどのミカン生りおり

東京都

ミニトマト伸び伸びとして葉の繁り赤く色付く実を収穫す
四季咲きのバラの枝葉を思いきり切り落とししが新芽出てくる
実家の通りゆっくり走りゆくスタンドがあり学校がある
伊勢崎市境御嶽公園に着いたよ行こう自然の森へ

さ とうやす こ

佐藤靖子

夜明けまへこれより消ゆる星を見つただそれのみにすつきりしをり

ひなびたる八百屋の老と気が合ひて少しのはずが色いろと買ふ
ある庭に砥草の一年眺めきて分からずじまひの葉や花の様
さよならと言ひて別るるとき既に懐かしみをりまた逢へるかと
葉山椒の佃煮無くば実山椒のストックと蕪の葉を合はせをり
ごみ出しのなき日は少しらくにしてお迎へなきひのびやかになる
パロディをいまは言ふらしリスペクトざらりとすなる言葉の変化

なにごとか期待しながらポスト見るすげなくされたるやうな空つぽ

この瓶のこれ以上なき厚みゆゑ塩粒うにはほんのちよつぴり
天井に報知器の影ながく濃し思ひがけなき豆球の力

常温に置きたるために黄の花になれるブロッコリー辛子に和へる

寺のうら藪にまぎれて咲く紅のそれは梅なる冬の始まり

キンカンが色付きはじめまるまると朝日に映えてそよ風に揺る
夜の街ドライブをする家族らとあちらこちらの明かり見ながら

キンカンが黄色になれば酒に漬け飲みたいなあと楽しみに待つ

重たげに下がるミカンの色付いて一つ取つて食べて見る
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生き神のやうなる人が多摩に住むそちらを向きてわが健康を祈る
街路樹の公孫樹このとし痛みなく散りて積もれば黄はなほ明かし

他界のひと初めて眠りのなかに見る談笑しをればしだいに消えつ

忘れ得ぬ菊芋のはな野良の花このごろレシピいろいろを知る
戸を開く真正面の満月に上上吉となりて終る日
起きぬけにわけなく浮かぶ本の名の金瓶梅とカーマスートラ
２Ｄの画面を見つつ「もともとは３Ｄ」といふ六歳の知識
服替へてバスに行かうか駅前へ気楽な自転車に体力足らず
きのふよりなほ痛くなる右手首よくなるを待つただひつそりと
われの読む本の栞の揺れはじめ猫がパンチす爪かけて裂く
眠る顔ただしく寝相自由なる幼に布団かけなほしをり
竹取のはなしのなかの文言の「汝幼き人」はわがこと
強震に戸口をひらき耐ふるとき友が案じてくれゐるともふ
海に浮く島と思へば地図のへに江の島さがせず陸に付きゐて
さいかちの莢と思ひてゐたるもの福神漬の刀豆をたぶ
花すこし買ひて樒を添へてをりあたひはひくく長もちしをり
樒の枝ながくもちたるそのうへに蓮に似るとふ花しろく咲く
神棚や仏壇のなき生活に榊や樒をみどりとして買ふ
幸福の在るところより遣はされ喝いれにきたミモザと思へ
うづめたる百合根の芯やいまはまだ茗荷の花のやうなる姿
赤と白あかしろはだら一本の梅に花咲くよくつりあひて
馬術部の白馬のクララそばに来て見てゐる前に息をふるはす
ＰＴＡ加入自由のむづかしさ話は及ぶ村八分まで
蕗の葉のあはひに見ゆる姫女菀のちには蕗の花とぞ知りぬ

五線の上ドは串団子レは団子とおはじき置く子チューリップの歌

ルビおいらんをらいおんと読みちがふまま共通点ありと解釈す
自画自賛しつつ書きたる字を親にわれにも見せて宿題をはらず
若先生やすみのけふは大先生われにはプラスそのフィット感が
空腹が鳴らせる音を叱らるる丁稚のくだりわが身の鳴りぬ
葉を摘みて辛みに痛む指をもて葉唐辛子の佃煮味見す

一代目の描きたるスケッチ見るたびに呉れたる三代目のこと
のみ思ふ
青森の震度５強に身のふるひ東京のわれ着替へをすなり

すず き かず こ

鈴木計子 東京都
提供を受けずせざりしままに来つ万に三人といへるわれの血
摘めばすぐ萎れる道べの小き花なまへを知らず図鑑になくて
鯉にパンやる用水に鴨こさぎ川蟬見たり今日の満足
開く口の前に呼気すふ機械あり歯科にけふ見る新たな設備
十五夜の月みて跳ねると歌はるるうさぎは月に何を見たるか
躰操の後の食事に行きし店閉ぢつコロナに躰操なきまに
間隔を同じに並ぶ小さぎ五羽まへから順に飛びてゆきたり
川岸の向かうにそそぐ日を浴びて散りゆく落葉のああ晴舞台
拾ひたき色なきままに乾きたる落葉ふみゆく音たのしみて
校庭をいつも掃きゐる人のうへ落葉の予備軍まだ数多あり
ちぎりやるパンに群れくる小きうを素早き動きに心が晴れつ
川に沿ふ屋根に白鷲五羽がをり一つの屋根に密になりゐて

碁盤の目のつもりで歩く知らぬみち目指す処を離れゐるらし
たわいなきエキゾチシズムが甦る家の近くの迷へる道に
をさなどき遊びてゐたる気比神宮気比の松原載する時代小説
七十余年「しょうのがわ」とぞ覚えきてたまさか本に「笙の
川」と知る
瓶のしきみ世代交代すませたりあつさり落ちたるふる葉の艶は
埋めたる百合根の茎の伸びはやし何百合咲くや咲く日のありや
白色の西洋石楠花ショッキングピンクに負けず祠に並ぶ
国産とあるパプリカを買ひくれば韓国産とあるに気付きぬ
紅生姜国内産はピンクいろ欲する真赤はタイ国原産
学童になりたての子が濡れ帰る「置き傘」ゆゑに置ききつといふ

蜘蛛を追ふわれの視線に気付きたる猫の二匹が去りてしまへり
くらやみの水場にをれば気配なく猫が待ちをり起きてきたりて
二匹ゐる猫それぞれの便かぞふ一コロ二コロ一本二本
体幹がどうにかなりて立てざるを雷を見に窓辺までゆく
地震くれば立てぬ体が飛び起きていつものやうに逃ぐるだらうか

不調とは不意にくるもの不安濃くなりたる時に届く大桃
夕つかた葉のしほたるる朝顔のあす咲く花がまつすぐに立つ
朝夕の水には生きて昼は死にさうかうしつつ朝顔つづく
買物は自らすべし銀杏やはじかみなどの脇役買ひく
雑巾におろさむタオル洗ひたればまた使ひをり勝手よろしく
われのみのとき膝に来る猫のあり動けざる間をわが休憩とする
朝顔のむかうのむかうに払暁の虹のかかれるひとときのこと
しだり枝の道をせばめてゐるところ黒いろまじる蝶に通れず

心してわれの使はぬ絶対をいともたやすく使ふ政治家
用水の枯葉色となる土手に明かるさ見せてつはぶき咲けり
あらたまの冬の日そそぎゐる水面ながるる落葉は影に従ふ
指の怪我あつさに減りたる躰重の戻らぬままに年あらたまる
いらないと言ひて叱られ自家織の付け下げ着にき成人の日に
五位鷺に小鷺中鷺ゐる溜りかはせみもゐて今日の目の福
かはせみのをりたる溜りの石のうへ通るたび見る川ぞひゆく時
切株のへに腹みするかはせみが瞬時あざやぎ飛びてゆきたり
マスクにて表情乏しくなるは嫌おもひきりイーの口をしてみる
川に沿ふ屋根に残れる白鷺のふんを流せり一夜の雨が
七重八重いひて花の名おもひ出すこの頃のわが思考回路は
ピカチューの他は知らざるキャラクター貼りゐる眼科に順を
待ちをり
たれこめる暗くて寒いあの雲に呑み込まれさう今日の私は
金婚と喜寿にコロナが重なれる今年の豫定たてぬままとす
歌集評載りたる同じ号にああ作者が夫亡くしたる歌
クリスマスの菓子送りたる姉のまご礼に書き来ぬ「お返事待
つてます」
会ひたいと思ひゐる人浮かびきて歌へずなりぬ十五夜お月さん
吹く風に葉裏見せゐる草や木のなびける方に川辺の道ゆく
匂ひ利きしシャネル五番は揮発せり賜ひて使ふ機会なきまま
用水にパン待つ鯉と鴨のゐて歩きのコース自づと決まる
図鑑にて知りたる道べの野の花を忘れまた見る同じ頁を
摘むとすぐ萎れる赤花夕化粧ただ見て過ぎぬピンクの群れを
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こんにやくが椀に無いとて泣きたると吾を言ひにし母姉いまなし

高原に松蟲草を教はりし人とその場のふいに浮かび来

マスクにても酔ふほど匂ふ栗の花そのきほひもてコロナ追ひくれよ

睡蓮の育たずめだかの泳ぎにし鉢に雀ら水飲み水浴ぶ
後先になりて付き来る鳥のこゑ四十雀らし姿の見えず
根拠なき安全安心となへゐる強行五輪は何を残すや

活字より目をあげ流るるショパン聴くなかなか呼ばれぬ待合室に

ちぎりやるパンが水面に踊るごと揺れぬ小さき魚の群れ来て
杏かと見まがふ色に落ちてをり畑に梅の拾はれぬまま
瓶に挿す白ゆり綺麗に開きをり信号脇の電柱の横
時の来て電池の切れて止まりたる時計の明快かやうに生きたし
落ちるぞと脅かすやうな音させてなかなか去らず雷さまは
電線に烏が三羽密になり鳴きをり調和のとれぬこゑにて
声出して歌ふ気力の起きぬ日び葡萄が届き桃が続きぬ
放送の大方五輪に変はりたり日がな一日連日連夜
心より五輪競技を楽しめず崩壊医療と従事者おもひて
コロナにて会へざる友より届きたる狭山の新茶が急須にひらく
夏草にはや覆はるる一角にアパートのありたりこの間まで
栗林のフェンスを越ゆる枝の毬期待いだかせ笑みはじめたり
背びれ見せ水濁らせてちぎりやるパンを競へり用水の鯉は
こゑ高き青松蟲こず鳴く蟲の聞こゆる夕べ心やすらぐ
明かるさを装ひ妻を話しゐるお隣りの目に光るもの見ゆ
届きたる桃を持ちゆくお隣りに請はれて坐る妻の仏前

ブレーキにアクセル踏むこと細めんとしたる鍋の火強むることと

このあした花の明かるき並木ゆく桜はなみづき道にたんぽぽ
ぱつと咲きさつと散りたるこの年の桜に来鳴く鳥の少なし

梅雨と言へよく降るなあと洗濯機の部屋干しボタンけふも押したり

弟と独楽を作りて遊びにし少女のわれの竹蜻蛉とばず
あと五分またまた五分と寝不足の閉ぢたまなこで歌つくりつつ
青年が薄紫のギターケース背に橋わたるときどき渡る
嫌ひでもなさねばならぬ駐車場の鼠の死骸かたづけること
窓ちかく山鳩なけり何処にゐて何を思ふかその沈むこゑ
山鳩がをとつひきのふけふの朝つづけて鳴きぬきつと同じ奴
スーパーフードのチアシードなど取り入れて二十キロ減量な
したるわが子
二年かけ減量できたる長男の皮のベルトに穴ふたつ抜く
蕺草の花の群れつづく線路わき窓に見ながら二駅ゆけり
線香にやさしい時間といふ名ありどんな時間か知りたくなりぬ
郵便を集むるをとこマスクして作業をはればすぐ出る車
雨降りの水の溜りをよけながら高級といふ食パンを持つ
目の前にある物捜し一回転す蝉のこゑする夕べの厨
東京の空に描ける五色の輪オリンピック二度のわれ都民にて
登校の少女がゆけりゆつくりといつも一人で靴音たてて
木造の二階家屋に水かけて解体はやしすぐ土が見ゆ
鉄板に赤錆つくり描きたる錆展の絵をときをり思ふ
小走りに朝掃除するわが姿ガラスに映るまたまた寝坊す
並木木の葉が散りはじめ音たててゐる葉はなべて黄の色をなす

たか た かず こ

髙田和子 東京都
マリンバを小学生が習ふとぞどんな楽器か思ひ出だせず
コマーシャルの相見積りといふ言葉七十過ぎて知りたりわれは
通帳とカードを持ちてこよといふ警察を名乗る電話を切りつ
近頃は切手ますぐに貼れずゐて物を切る時まがりてしまふ
月始め迂闊でしたと詫びしこと月のをはりにふたたびありつ
白き靴十三センチを履ける孫あゆみて来たり巣鴨駅より
腰痛と火傷がなほり七十過ぐる吾にまだある自然治癒力
手の甲に五百円玉大の火傷あと新たな皮膚の皺もあたらし
終はりなき家事用事など腰痛と火傷の痛み言はずに過ぎつ
昼餉にと鰤の煮つけを作りつつ吾の皿のみ柚入れて煮る
朝朝の掃除にかぶる布帽子その色あせて黒が灰いろ
われのほか誰も食べざるラフランス琥珀の色の食べ頃を待つ
いたどりの枯るる茎にて笛つくり鳴らす人あり素直な音いろ
かたはらの夫の夢にわれ出づと眠り足らはぬ朝に聞きをり
マスクして眼帯かくる人が行く昼すこしまへ駅に向かひて
朝九時に道路工事の重機音それに重ねて笙の笛きこゆ
大陸の黄砂きたりて吾が家の駐車場にふりセピアに染めつ
悲願などなき吾なれど長男に嫁さん来よとしばしば思ふ
果樹園を閉ぢたる友の収穫の最後のりんご暮れに届きぬ
果樹園を閉づることとは林檎の木の根を抜けりとぞ後継なくて
熊よけの囲ひの中で作りたるシナノスイートふじうまかりき
豆まきの残りの豆を早煮用の昆布と煮をり今日より三月

山形県

この年も戸をあくるときにほひ来る金木犀はどこに咲けるや
厚底のコルクのサンダル履きしとき結婚出産の願望あらず
神経を殺しませうと医師の言ふ抜かずに治す蟲歯の治療
右の手の人差し指と小指のみ仲良しのごと中指に向く
棚にある瓶の中味のどす黒し忘れてゐたる蜂蜜を捨つ
夜遅き寝床のなかに出るあくび暗示のごとくすぐくる眠り

たけ だ せいいちろう

武田清一郎

一月振りに降り立つ庭の木々なべて威勢よく伸ぶわれを待ち兼ね

続きたる猛暑途切るるこの朝の蛇口捻ればまるでぬるま湯
胆嚢炎の治まりたれど油濃き焼き魚に大根おろし塗せり
愛用の枕置きたるをまた忘る用ふる場所は限られをるに
採血の針刺す痛み僅かにて猛暑日予報の病院涼し
総理と理事長任務に大き差はあれどわれも病ひに中途辞任す
十階のわが病室に初鳴きのミンミン蟬聞こゆ梅雨明けむとし
梅雨盛り葡萄の実割れ拡がりて相場高しと妻は電話に
梅雨明け宣言出たるばかりの山形の空に立ち上る雲の峯なし
病に良き野菜と聞けば退院したるわれ農なればわが畑に摘む
盆休みに電気の消費跳ね上がり高圧電線垂れ下がるとふ
目の上のくぼみ少々深まれるほか変はり無しと友言ひ呉るる
コロナ禍と大雪の中の元旦祭賽銭少なからずと聞きて安堵す
接触避くる手立てに鈴の緒外したる元旦祭の静寂身に沁む
わが村に家族ぐるみのコロナ出で噂広がる名を伏するまま
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ビの伝ふ

止めどなくコロナ感染広がれる新しき年冷えて大雪
白髪の生え際黒み増して来ぬ抗癌剤の治療の最中
十四間のコの字の廊下杖突きて行き戻りする寒波続く日
三幅の表彰状感謝状掲げたる室にただよふセピア色の香
待合室の人混み居れば廊下にも並べたる椅子に密避けて待つ
雪雲の上轟々と機音過ぐ松島基地へ向ひ行くらし
妻愛づるヒヤシンスの花近づきて香り確かむ病みゐるわれは
歳の暮に蕾膨らめる縁紅弁慶一月の末いまだに開かず
コロナ禍の収束されぬまま過ぎて欠席重ねる病ひもつわれ
立春はもう一つの正月と電話に話す友も八十三歳
「コロナワクチン高齢者優先」真冬に朗報と思ふたまゆら
白血球の減少激しきこともありワクチン接種の覚悟未だし
咲き初むる庭の福寿草今朝見れば寒気戻りてかたく花閉づ
みはらしの丘の枯野の縁に並み満作咲けり沈黙深く
花桃の枝を束ねて瓶に挿し病ひ癒すと籠りゐる冬
白銀の蔵王三山三月の日差しに陰影深まりて見ゆ
芳しき香り放ちしヒヤシンス窓辺に厚き緑葉となる
ビ ロ ー ド
癌の影消えたる友を訪へばアマリリス真紅の天鵞絨のやう
切り口も小豆色なす紅梅の一枝活けて開花を待たむ
剃り終へたる髭屑黒く目立つほどなりたり病みて八ヶ月過ぎ
神々しく雪のかがやく蔵王嶺の向かうの県を大津波襲ひき
枝活けて日々花開く紅梅の香りの満つる部屋に起き伏す
暖取りて早々咲ける紅梅を仏間に飾る彼岸入りの日
癌を病み療養しつつ春迎ふ平均寿命を三ヶ月越え

大雪のみるみる消ゆる野菜畑春採りキャベツを椋鳥襲ふ
紅梅と山茱萸の咲く庭に沿ふ野菜畑に春肥播きたり
春日浴び薹立ち始むる越冬野菜手作り酵素にせむと刻めり
産土神の祭り近づき参道に三色菫の鉢を並べる
とみに増す歌書の類ひを並べむと書棚整理す春来る前に
高速道の斜面はやばや金雀枝の黄の花咲けり河津桜も
玄関の君子蘭二鉢花開く橙色と澄みたる黄色
作業小屋に巣は作られて子燕に孵化したれども巣立つや否や
産土神の林に巣くふ鴉らめ鳴く子燕を巣ごと襲へり
コロナワクチン予約の電話繋がらず午後三時過ぎ葡萄園に出づ
闘病一年好転したりと思ひゐしが少々なれど進みたるとふ
食欲の急な減退示す身に肺炎検査と医師の指示あり
腰痛を堪へ働く妻なれば葡萄作りも止むるか否か
紫のギガンジウムの丸き花切りて飾れば日々膨らめり
紫の色日々薄れ白さ増すギガンジウムは仏間に似合ふ
花咲けるジャガイモ畑に手さぐりに掘りたる薯を鯨汁とす
降りつづく梅雨の最中に南天の実を結ばむと白き花咲く
梅雨の最中に花びら開く南天の雄蕊と雌蕊黄の花と知る
三十七度猛暑予報の例祭に涼しさ醸す宮司の祝詞
神社顧問、育成会長、中学生と三代昇殿し玉串ささぐ
無観客五輪嘆かふなかれ好きなだけテレビ楽しむ安全が良し
猛暑続き畑土焼けて這ひ出たる太き蚯蚓の乾涸びてをり
夏蝉の鳴き声消えて稲実る黄の色深く刈り取り近し
食用菊の美味しさ日本一なる山形の「もつてのほか」とテレ

いとしさの増しくる花のアミガサユリ改めて土への思ひ深むる
檀の芽つぶやくやうに出揃へり莟も共に何時の間にやら
山桜のあはひに仰ぎし空の色ともに忘れぬ母とのひととき
草とりを夫にほめられ幾日かかけたる成果しみじみとせり
幾日か「根気こんき」と唱へつつ庭の草とり一周せり
産卵の近き目高を別の器に移して待てり机の上に
後追ひせる隣の幼のこゑがしていつも悲しくなりてしまへり
よすが
ポーチュラカ鉢に寄せ植ゑこの夏を元気に過ごす縁にせむと
合歓の花一輪咲きて驚けりさきつぐ季節となりて喜ぶ
洗面台おもはぬ所にムカデ這ふ余りの不気味に立ち尽くしたり
朗らかな友に会ひたしゆゑもなく頷きあへるひとときほしく
幾度か息ととのへて歩みつつ圧迫骨折二度目の後遺症
草とりの小道具くるる畑の友いたはりくるる無理せぬやうに
あぢさゐのことなる花の彩りにこころ安らぐ元気になりて
さざ波の如くに地蟲の声のして自然の優しさ心にしみる
竹の子のゆでたる温もり頂きて翁の気持ち思ひつつ調理
半夏生みれば清しくなる庭に思はず姿勢正して見つむ
針仕事の苦手なものの裾上げを夫にたのまれ承知せり
朝刊のけふは休みのさみしさを抱きて掃けり玄関と庭
気落ちして手にする絵本「またもりへ」心もどりぬ笑顔と共に
サルビアの一際目立つ紅の庭に立つたび晴れ晴れとせり
夜の明けの雀のこゑに和みつつコロナの終息ひたすら願ふ

飯事の一人遊びしてをりし思へば変はらぬ吾の人見知り
母子草立波草と咲く庭のめぐみに暫し平伏してをり

食用菊の「もつてのほか」の名の謂れ菊のご紋と似たるためらし

た

コロナ禍の収束未だ待合室に空席あればまづは安堵す

と べ

戸部田とくえ 福岡県
かたばみの日差しに輝く桃色の花の元気をけふもふたたび
百舌の声ときをりしてくる庭に立ち親しみ増せり繁る樹木の
コスモスの花の盛りの公園に出かけられずに過ぎてしまへり
軒下に吊す干柿あかね色みつつ思へり子に送らむと
干柿を見上げて思ふつくづくと自然の恵み限りも非ず
好きな色どうぞと娘の出しくるるみやげの口紅やはり嬉しく
大鯛をいただき捌く難儀さの粗末に出来ぬ励みにしつつ
色黒の細身の頃のありしわれ丸くなりたり心とともに
年どしに小菊の種類へりてきて惜しまれてならぬうす桃いろの
立枯るる小菊束ねてすでに艶なくす花と共に寂しむ
デパートのお節の見本みつつでも作ることにせり孫たちのため
憧るる花の明かるさチューリップ待たれてならぬ出揃ふ芽の
柿の芽のやがて見らるる楽しみを古木に触れて今朝は祈れり
や そ ぢ
お互ひに八十歳となれる友とけふ尽きぬ思ひ出でんわに長く
とりどりのマスクつけゐる人びとのどなたも似合ふセンス楽しむ

鏡みてもち焼き網の如くの皺やさしく伸ばす両手のひらに
ときをりに白髪ほめられ歩く街わづかな希望ムネにしまひぬ
幼きころ人形遊びしてをりし雪ふるこの日うかぶ面影
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ひともと

よろけたる弾みに倒れて手をつける蚊取線香に火傷負ふ
この夏もキャンデー売りの鈴の音うかぶ長閑な古里の道
自転車にキャンデー売りの鈴の音おもひ出しをり味とその色
限りなく蔓を伸ばせる栗南瓜につくづく自然を敬ひやまず
降りつづく雨にあふるる水溜りたびたび庭に見らるる葉月
雉鳩のこゑのしてきて見渡せど庭の木立ちに見当つかず
移植してのちに親しみ増せる苗それぞれ個有の不思議に見入る
秋野菜とりどり苗のある店に立寄りやはり育ててみたくなり
水引草あかと白とに猫じやらし束ねて和みぬ庭の草ぐさ
夜の明けに雷雨となりて窓そめる光りに身振ひ音におびえて
こころなしウエスト細くなりてきて度度みてをり鏡の前に
蟬の声いつしか蟲の賑はひとなりて待ちゐし秋ちかづきぬ
酔芙蓉としどし咲ける一本の移りゆく色けふまた崇む
両の手の爪もみしつつ摩訶不思議おもへてならぬこの現し身の

とよ だ しんいち

豊田伸一 ☆ 茨城県
十月にりんご狩りに行く楽しみあり元気になれと檄を飛ばして
金婚式は家族みんなで祝いたい今年の病ふき飛ばして
まだ続く痛みは肩に移動せり激しい痛み耐えて耐えて
曇り空心も沈むどんよりと晴れぬ気持ちもまだまだ続く
ゆく先に落ちて光るは紅葉かな陽の色冷めて風の吹く道
一時間娘の車で病院へ孫の話を聞きながら行く
気をつけようマスク換気をおこたらず町内回覧コロナ注意と

うでの皮膚揺れるだけでも痛み増す寝起きにうでの置き場をさがす

霜柱立ちて寒さがひとしおに増しくる暮の忙しき日に

瓶に差したるあやめの茎が水を吸い花びら開くを待ちのぞみ見る

風呂に入り肩温もりて痛み薄れ右手あげれば痛みが増しぬ
両肩に痛みのありて寝返りを右に左に繰り返しおり
散歩中つぼみ持ちたる梅の木が待ちいる春を呼び起こし呉る
バネ指に注射したれば痛み減り少しずつだが良くなりてくる
霜柱立ちて寒さを知らせ来る土を持ち上げる自然の力
食事時忘れてならぬインスリンノートで確認気付きて打ちぬ
急激に寒さ戻りて身ぶるいす昼間の暖がうその如くに
梅三分人知れず咲く公園のすがすがしくて青空の下
早春の未だ葉の無き梅の花が風に誘われ散り始めたり
公園でキャアキャアさわぐ幼児等の元気をもらい我も歩きぬ
真夜中の低血糖なり糖含む経過みながらの就寝なれど
首長く夜明けを待つ間心配で時々測る低血糖値
ふきのとうもらいて食いしほろ苦さなつかしくなる昔のいなか
あざやかな鉄砲スイセン黄濃くして街路樹に咲く散歩途中に
梅散りて桜咲きたる公園の人影まばら雨上がり時
我が家のジャーマンアイリスつぼみ持つ株分けし花がまもな
く咲くよ
待ちこがるるあやめのつぼみつんと立ち陽をあびており色あ
ざやかに
毎日つぼみ数えて楽しみに次々開くあやめ待ちおり

四月中旬コロナ罹患者急増にて緊急事態宣言が再発令されるらし

ダブル介護の真っ最中に洗濯機が壊れさすがに心が沈む
締め切りが間近に迫る先行応募の申請数は少なくあらん
担当者は国会議員と区役所に申請書類の精査を依頼す
イベントの販促物を各店舗に配布し終わり準備万端
イベントの開催中は新しい客がシールを求め来店す
イベントの終了後に感染者が増加傾向とニュース流れる
年末と年始はデイが休みなればショートステイに父を預けん
東雲のステイ先へと向かう道車も疎らな師走三十日
ステイ先の真裏は東雲佃宝ビル女社長は両親の友人
店内は佃煮の他に果物や海鮮丼など品揃えあり
夜遅くの馴染みの客は閉店に間に合わずほぼ来なくなりにき
夜八時迄だが七時を回る頃客足ピタリ止まりて静か
入るなりまだ飲めますかとサラリーマンが駆け込んでくる午
後七時すぎ
店で飲めぬ時には駅や公園でサラリーマンは立ち飲みするらし
店を閉め二階に上がりゆっくりと風呂に入る午後十時半
ラジオから流れる音を聴きながら部屋を片付け布団敷く夜
桜咲く三月末のイベントは地元で人気の屋外マルシェ
会場にステージ設置し音楽やダンスで客をもてなす趣向
会場の空に晴れ間と雨雲が同居しており降るなと祈る
十時からスタートしたるイベントに地元の客で賑わう牡丹町
降り出した雨にイベント中断し一時間後の再開となる

整然と植えられている美しさ瓜連の里の田んぼを見れば

永野雅子 ☆ 東京都
厨房の冷蔵庫から聞こえ来る音は数秒でちょくちょく止まる
厨房の大型冷蔵庫の機械音大きくなりて唸り続ける
冷蔵庫の修理業者は買い換えよりリースを勧め金額示す
新しき冷蔵庫の戸は換気扇のフードに当たり開閉出来ず
冷蔵庫の代金安くなり厨房の動線スムーズになる小型に替えて
昼寝中スマホの音に起こされる腰が痛くて母動けぬと
腰痛で動けぬ母に数日でぎっくり腰は治ると伝う

来週から外飲み出来ぬゆえ来たと言う馴染みの客が二組三組

なが の まさ こ

仏前に赤く成りたるほおずきを多数並べてつるして飾る
大すだれ張りて日陰のありがたさぶり返したる暑さやわらぐ
夏盛り暑さに耐えて部屋に居り隣の子等は行水をする
洪水のニュースに心痛みおり後片付けに励むを見つつ

あかあかと取り残されたトマトの実午後の陽差しに照りつけられる

次々と真赤なバラがつぼみ持つ咲く日を思い心待ちする
さわやかな風に揺れいるミニトマト暑さの中に涼しさを呼ぶ
夏風にはためきなびくのぼり旗の勢いを見る車店の中で
買い物の妻長すぎて車の中に暑さこらえてがまんしている

譲り受け庭に植えたる真っ赤なバラ今年咲かさむと水やりをする

五日過ぎてショートステイに行く父の介護ベッドに母を寝かせる

トマト苗並べて植えて実のなりてもぎ取りおれば匂いを放つ
蝶々はさつきの花をただよいて蜜吸う花を選びておりぬ

介護用のベッドで寝起きが楽になりトイレにも行き母安心す
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飲食に対する規制が厳しいと政策に対し大いに不満
花好きの友の生まれたる四月三日紫陽花の咲く鉢を贈りぬ
夕食を共に食べつつ右腹部に鈍痛あると弟は言う
病院が嫌いな弟腹痛は民間療法で治せると言う
術後二日目傷口庇い家内を歩く弟前傾姿勢に
右足の魚の目痛く仕事中は踵加重で何とか過ごす
踵の骨のイラスト書きて先生は説明をする踵骨棘を
足裏にゴム製の踵を張り付けて加重軽減し痛み抑える
月一回の親子参加の廃品回収景品付けて参加者募る
夏休み謎解きイベントのマップ配布を商店街より依頼されたり
二回目の接種翌日発熱しなかなか下がらず解熱剤飲む
突然のイベントなれば出店数を案ずれど十四店参加あり
イベントのサービス品はタンメンに目玉焼き載せて月見のイメージ

目玉焼きを載せたタンメン見たとたん名が決まりたり「お月
見タンメン」
台風の雨吹き付けるランチタイム「お月見タンメン」の注文入る

イベントの連休中の人の流れ予測し臨時に模擬店を出す
晴天に恵まれ商品完売し模擬店開催成功したり

ながみつとく こ

永光徳子 ☆ 東京都
「ねぎぼーず」は町の小さな道の駅地元農家の野菜が並ぶ
里芋の横に大きな八つ頭昔食べたる「ずいき」も並ぶ
不揃いのかぶと白菜買い求め冷え込む今夜はシチューに決める

若き日は自分の時間足りなくて独り居の今は持て余しおり
長雨で庭の草木は伸び放題やまゆりの花懸命に咲く
コロナ禍の自粛隠りで足弱り蔓草退治は手強くなりぬ
今の世の有り難き品スマートフォン娘二人と毎日ラインす
猛暑避けコロナを避けて家籠もり反対したるオリンピック見る
コロナ禍のオリンピックは反対するも戦う選手にエールを送る
高齢者の多く住み居る町内の静寂破り救急車来る
晩秋に剪定したるサルスベリ再生されて花咲き誇る
残照に赤く燃え立つ彼岸花競いて咲きぬ庭の片隅
日の落ちる速度早まり夕闇に仄かに赤き彼岸花見ゆ
久々にトリム体操開かれてやる気一杯車をとばす
前屈も後屈も無理で脈拍の急上昇に茫然となる
くぐもれる鳩の声聞き庭に出る見覚えのある番のドバト
年々に松の木の上に巣を作る子育て上手なドバトの夫婦
ホトトギス、ムラサキシキブの秋の庭遠き日の義母を想いて眺む

日曜日は下の娘がやって来る地鶏の鍋と里芋煮よう
おはようと水槽覗けば水草にメダカの卵こんもり揺らぐ
娘が来て屠蘇器や重箱片付けて汁粉を作り小正月終わる
立春を迎えた朝の庭先に山茱萸と木瓜の花芽ふくらむ
春雨に冬枯れの庭甦り地面に芽吹き樹上に花咲く
雛まつりは遠き思い出仏前に桃の花活け草餅供う
コロナ禍で帰れぬ娘の代理にと娘の友の個展観に行く
黄の薔薇と黒い揚羽蝶の作品をスマホに収めカナダに送る
雨の中一人画廊を巡りつつ自粛に籠もる心安らぐ
雨上がり夕日に染まる雲の下消えかかりたる虹の端の見ゆ
亡き義母が庭師を頼み造りたる石組みの池遂に枯れゆく
年々に産卵に来る蝦蟇の戸惑う姿を辛く見守る
水枯れの池の底には水草とスミレの花がひっそりと咲く
コロナ禍のテレビニュースは疎ましく庭のベンチで空を眺める
青空に白雲ふわりと浮くだけで私の心はふんわり和む
若き日に夕焼け空が好きすぎて下校途中に小川に填りき
庭隅の蕗を数本刈りとりて米と炊き込み初夏を味わう
石蕗の群生の中に半夏生の白さ際立つ早朝の庭
石蕗の葉に溜まりたる雨水にアメンボ浮かぶ梅雨の間の午后
猫クーの墓埋めつくす鬼灯の赤く染まりて盂蘭盆会来る
風呂掃除無事に終わると云う時に滑って転び肋骨を折る
ギブスつけ家の近くを足慣らし川沿いにつづく紫陽花の見事
ワクチンの二度目の接種も今済みて諸説あれども満足感あり
今日吾は八十五歳の誕生日父母の享年越えて生き行く

寂しさや心細さの薄れゆくマスク作りに集中すれば
手作りのマスクの横顔チェックして作り終へたりやつと十枚
けふもまた「臨時休業」の札下がり気になる小き古き手芸店
布マスクつけ置き洗ひする夜に聴くオルゴール「星に願ひを」
クリスマス・イルミネーション眩くて今宵も流星群を諦む
十分の一の値段で売られゐるアウトレットの薔薇の花束
窮屈に纏められたる薔薇の束 低く置かるる北風の中
花束に差し込まれゐる白き札「アウトレット」とペンの太文字
「愛は勝つ」「負けないで」など小く歌ふアウトレットの薔薇
を生けつつ
緑濃き茎はたわまず支へをり大きく咲ける深紅の薔薇を
吾が血より濃き赤ならむこの薔薇のいのちは強し鉄剤を飲む
チューリップ・レッドといふ色の口紅が気になるままに一年の過ぐ

散り際の濃きくれなゐの深まりて十本の薔薇ドライフラワーにす

サンタなどゐないと分かつてゐるけれど夢見る自由は吾だけのもの

クリスマス・リースそのまま飾りおくサンタクロースよいつ
でもおいで
どなたにも会ふ約束のなき朝に鏡に向かひ百面相する
私まだ笑へる生きてゆけさうね鏡の自分に確かめてゐる
この笑顔だれのためでもなき笑顔私が私であるためのもの
生き延びるために資格をもう一つ取つてみるかと資料を集む
赤椿ぽとりと落ちて色あせて土にしつとり馴染みてゆきぬ

夕焼けにあかく染まれる雲のうえ上弦の月は白く静まる
重き腰漸く上げての散歩道「栗あります」の立て札のあり
矢印の光に拡がる栗畑露にぬれたる新栗を買う

枯草を分けてスズラン芽吹き出づ待ちきれぬといふやうな勢ひ

中島千加子

こ

東京都
秋桜が見頃と聞きて心だけバスの旅へと向かふ土曜日

「冷たいね」雨に濡れゐる梅に触るコロナ禍二度目の春にため息

か

薔薇の模様ひかりの角度で見えてくる吾が手作りの白きマスクは

なかじま ち

「ダルマよりうちは金亀」手芸屋に手縫ひ糸へのこだはりを聴く
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枝包むやうに咲きゐる梅の花やさしきもののひとつの姿
適職は「カリスマ専業主婦」らしい占ひはいつも変はらぬ結果
本日の to do
リストをパソコンの端に付箋で貼る朝食後
あたためてゐたる研究をまとめよう三年ぶりの学会発表
花韮の群れに混じりててかりゐるビニール製の菓子の空袋
病む地球を救つてくれるはずなのに宇宙戦艦ヤマトはなくて
災害の続く地球は小説やアニメのやうには救はれぬまま
二週間以上も早く芍薬のつぼみ見つける日傘の下で
芍薬の莟を一つ生けてゐる少し汗ばむ四月の終り
偏頭痛起こる天気が続くときつぼみも眠るやうに動かず
頭痛止む朝に緑の濃き萼のゆるみて花びらふはつと開く
予定など何もなかつた連休に芍薬と過ごすときめき生まる
莟よりまろやかな色見せて咲く紫おびる紅き芍薬
二日おき芍薬の入荷たしかめて例年通り一つづつ買ふ
研修の前に確かむる Zoom
画像顔色悪き自分が写る
くちびると頬にちよつぴり紅を足し微笑み許容範囲と認む
小休憩ありても長き六時間お茶とキャンディ準備しておく
画面には表情乏しき参加者の多く意識し口角上げる
口角を上げればおのづと背筋伸び積極的になりゆく私
いま発言してゐる吾を別人のやうに見るわれ Zoom
画面に
表情と声の大きさ話し方整へてゆく Zoom
コミュニケーション
目 の 合 は ぬ Zoom
ディスカッション恋しきは頷き相槌アイ
コンタクト
桜桃忌近づきくれば大輪の白き芍薬そろふ店先

卒業の要の論文書けぬまま令和二年が間もなく終はる
近隣のスーパー前の張り紙は休業伝ふ三箇日とぞ
元日の朝からコンビニ弁当はあまりに寂しと料理を探す
年越しの蕎麦にと取りよす出雲そば年越す前に茹でるを忘る
オンライン対局ゲームの将棋ウォーズ五級止まりに級位上がらず
対戦する相手のレベルも上がりきて三間飛車振るのみに勝てぬか

気になりて仕事の合間に棋譜を見て山口勝利に「勝つた」とつぶやく

ここまでの成果を形と連盟に申請出して級位状受く
「四間飛車は覚え易く勝ち易い」動画の言葉を気に入りて見る
講座に馴染みの女流棋士山口恵梨子の対局気になる
Youtube
昼休み将棋連盟中継のアプリに観戦互角と思ふ
人のゐぬ合間に見れば金将で王手掛けられ駄目だと見たり
本棚の上部に左右の揺れ見えてとつさに立ちて押さへてゐたり
うづたかく重ね置きたる床の本地震の揺れに敢へ無く崩る
十年前の地震を思へば掴まらず立てるこの規模何とかなるか
強き揺れ収まれるのち電気ガス水道止まらず有難きかな
午後七時飲み屋に向かふ女性をりコロナ伝染のリスク抱へて
近隣の小中学校大学に患者出で朝の人影絶ゆる
吹く風の冷たき夜に早咲きの桜の花びら路に散らばる
コンクリートに覆はれてゐる街中の道辺に生ふる草の少なし
僅かなる草の生えゐる土見つけ通勤途中に止まりて見たり
通勤の道に生えゐる草花の名をも知らぬをいまさら気付く
春の草思ひ浮かぶはふきのたう郷里離れて見るは少なし
雪残る田の畦道のふきのたう見掛けし最後は幾年前か

芍薬のことし最後の白を生け明日はレースの日傘と決める
肩落とし俯く視線ゆるき歩調ハローワークを出でくる人ら
紫陽花が美しくなる雨上がり毬をたどりてまた遠回り
雨やみて濃くなる樹皮と葉の香り髪の先まで桜に抱かる
傘ささず大粒の雨降る街を走る人たち今十五人
若者の自殺多しといふニュース働く世代の自殺に触れず
紫陽花の終り昼顔さきそめて橙色のユリ川沿ひに見る
紫陽花の枯れくる下に輝けり常磐露草ましろき小花
向日葵は眩しすぎるからガーベラの黄を選びたり父の命日
ガーベラにカスミサウを生けながら想ふ亡き父遠く住む母
父が逝き祖父母叔父叔母亡くなりて親戚づきあひ少なくなりぬ
「疲れてる」
「テレビを見てる」と言ふ母に今日も電話は短く終る

含羞草は端から順に葉を閉ぢるドミノゆつたり倒れるやうに
宴会の予定を立てる男らの声響き渡る午後九時のバス

なかむらてつ や

中村哲也 宮城県
秋風の吹く頃今年も一面に背高泡立草の花群つづく
一面の背高泡立草の群春の菜花の畑思はす
盛り咲く背高泡立草の群生に比ぶる芒の穂群の狭し
黄に緑枯れるも混ざる羊歯の群土手の傾りに秋の景為す
枝々に葉の無くなりて北風は芒の枯穂を揺らして過ぎる
経済を活性化せむ GoTo
トラベルの施策のゆゑかウイルス広ごる
走り乗りする人のゐて車内には息荒き音暫く続く

週末も正月もゴールデンウイークも出でず自然に腹太りをり
手入れせぬ花壇を覆ふカモガヤあり稲なれば豊作ならむ勢ひ
小さき頭三つ四つ乗せて保育所の送迎バスは夕闇を行く
土曜日の朝の公園にマスク付けずはしやぎて遊ぶ姉いもうとか
仙台の暑しと思へばさらに北北海道は真夏日と聞く
昼どきに一年振りに訪ねたる牛丼店は跡形もなく
入りたる喫茶店内の喫煙所あはれ仕切らる部屋の狭きに
ああこれで何箱目かな五十枚入りたるマスクのまた底を突く
雨上がり待つ間の午睡に目覚めても外の雨音まだ止まずをり
傘差して閉店間際のスーパーに行けば弁当半額になり
昼休み今年は胡瓜の実らずと上る話題をぼんやりと聞く
重たしと思ひて使はぬ通勤の革の鞄を黴覆ひたり
現金を出さずカードに購へば煙草の値上げに最近気付く
ビニールのゴミの袋を鳩一羽啄み何やら咥へてゐたり
ベランダの排水溝に溜まりたる落ち葉腐りて草の伸び立つ
ひ なか
三十度越ゆる日中も台風の近づく気配して風の吹く
大雨の予報に家路につく人等日暮るる前に足早に行く
台風は去れども夏日の戻り無く日夜降る雨数日続く
日中の蝉の音止みて夕に風涼しく吹けば秋の虫鳴く
学生は夏の休みか地下鉄に今日は若き人やけに少なし
全国に新型コロナの罹患者がぐつと増したり帰省諦む
入居者の無きアパートのひとところ二階の隅にカーテン下がる
サインポールの今日は回らぬ理容所は枝切る音を空に響かす
かひな
接種後に発熱無きは幸ひか痛みに腕はひと日上がらずも
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擁壁に垂れて群れ咲く朝顔の花の紫秋風に揺る
乱れ飛ぶ雀三羽は衝突を避けつつヤマトシジミを目指す
乱れつつ飛ぶ雀たち急に去りヤマトシジミの姿消えたり
暖かき十月半ば大方の街路の楓は緑を保つ

にしむらくに こ

西村邦子 兵庫県
霜月に入りて筆蘭茎立ちぬ株分けくれしあの人何処
秋風のしみ入る頃には筆蘭の花穂が日に日に筆となりゆく
切りもどすダリアの茎の空洞に雨水さけて脇芽を守る
庭の花色づく実も添へアレンジメント友から届くクレヨンスケッチ

同い歳ラインでつながる友五人それぞれの地で十五夜見上ぐ
強風に押されて登る坂の上池の水面は小波さわぐ
バスを降りマスクはづして家路まで表情筋を自在に動かす
朝あさにカーテン開ければ照紅葉彩り変へる空色キャンバス
銀杏の落つる実をよけ吹き寄せる並木道を音たて歩く
師走号「弱きときこそ」三十首写真の友の静かなる微笑み
まだ若木乳白色のライラック抱へて帰るわが生誕日
瞬く間朝の日浴びて融け初むる初雪惜しみて写真に残す
わが筆で名前書きたる祝箸子らに届ける御節の料理
アンティークレースのやうなる冬枯れのあぢさゐ揺るる小径が続く

おめでたう交はす言葉は控へめに振袖着付けに祝ひをこめて
振袖の華やぐ成人振り返り後姿をしばし見送る
冬の陽が差し込む和室に広げをり父に貰ひし山水画の軸

窓にさわぐ蜜蜂そつと包み取りふはつと開けば飛び立ちゆきぬ
母親に「いいよ」と言ひつつプログラム孫は取り出す平日行事
路線バスの停留所の草を引く夫は車を降りてからのち
スクリーンカーテンに揺るる葡萄蔓西日が写す切絵の一房
岩の上に羽を乾かす鵜の動画夫は会へたと散歩帰りぬ
出来るだけ抜かない様にしませう同世代なる歯科医に頷く
燕の子はみ出す尻尾に重なりて親鳥待ちぬ顔を並べて
夏日浴びブルーベリーが色づきぬ熟るる実を寄せ口に含めり
籠もる日の疲れ気味なる一言に娘買ひ来る大玉西瓜
白壁の家もプールも壊されて夏草茂る芝生に山となる
庭石に仰向く蟬はその手足かすかに動かし羽を震はす
砥部焼の藍のあざみはまだ蕾ぬくもり残る湯呑み傾けぬ
この夏も子や孫集へぬバーベキューパラソルそのままに庭中の陰

「ありがとう」覚えたひらがなコスモスの花より大きく敬老葉書

み

こ

夕顔が歩む夕べの門灯す母が育てし生家の裏庭

はやさか ふ

桂林を旅せし父の歳を越え如月の床に漓江烟雨の図
硝子戸の音に驚き椋鳥が一斉に羽ばたく実のなる茂み
一斉に羽ばたく椋鳥食べつくし口ぐち騒ぎて群れをなしゆく
春の雨窓に音なく降り続く栞はさめる歌集を開く
その余韻残れるままに筆を取る歌集『蝸牛居』読み終へてのち
藍染の暖簾くぐりて窓の席夫の喜寿を祝ふ春雨
坪庭の枝垂れ桜が芽吹き初む器に春があふるるもてなし
初釜の茶さじ飾りその名は水無瀬宮司作「清閑の福」
歌一首浮かびてノートに走り書き散歩帰りて水飲む前に
希望校合格発表女孫の写真が塾のホームページに
年たがへ桜ばな咲く同じ日に義母と母は昇りゆきにし
道端に桜を見上ぐる足元の割れ目にひつそり咲かせる菫
窓のべに菜の花しなやかに茎伸ばす向きを変へればＳ字となれる

タータン柄の父気に入りのブレザーを夫はネームをそのままにして

三種の旨みが絡む林檎ジャム仕上げにレモン大匙一杯
修学旅行土産の風鈴の空箱に布貼りつけて眼鏡を立てぬ
向う岸残る茜の色受けて池面にうつむくレンガの館
晩年の晴れの日履きし父の靴夫貰ひ来ほぼ新品のまま
傘かざすポストに原稿落つる音あを葉を濡らす雨音の中
母の日の写真の横に小さき花庭に咲く白えらびて盛りぬ
立ち姿小さくなり来つさざんくわの太き根元に水を与へつ
咲き終はるタンポポの茎立ち上がり開く綿毛は風に傾く
近く居て遠くになりぬ女孫が動画にピアノを教へくれたり
モチノキに昨日も今日も鳥の来て葉陰の巣箱に首かたむけぬ

雨上がりの空に大きな虹二つコロナ収束の願ひ托さむ
最上川より高取山に懸かる虹大きな大きな二重の虹が
一夜にて積りたる雪に除雪機の音轟かせ夫の出でゆく
小止みなく降り積む雪に怯えつつ雪なき昨年の冬ぞまた来よ
コロナ禍に帰省叶はぬ子に送る餅に漬け物リンゴに煮豆
同学年一四七名の五十幾人はや身罷りぬ
正月も休む暇のなき程に除雪す夫の疲れは如何に
若き日に薄命の相と占はれ未だことなく八十路を迎ふ
蕾あまた付きゐる椿信楽の器に活けて咲くを待ち侘ぶ
正月の花とし活ける万年青の葉根元に赤き円ら実二つ
オリンピックに関はるトップのご長老今日も幾度繰り返す謝罪を

言つてはならぬを口に出して世界中不快なる想ひまたも広ごる

打つべきか打たざるべきか迷ひをりコロナワクチンの接種日迫る

幾山河越えて飛来を果したる数多の白鳥疲れはせぬか
重ねゆく齢と共にまた一つ病増えたり此度は眼科
ピラカンサに水をやらむと鉢持てば赤き粒実のパラパラと落つ
剪定の終へたる畑に散らばれるリンゴの枝に春の雪積む
青空を突いて広ごる落葉松の光る霧氷をしばし仰げり
たかぶれる心鎮めむ術もなく凍てつく夜半の星数へをり
コロナ禍の終息ならず我が町の雛の祭りの中止となりぬ
「記憶にない」「申し訳ない」を繰り返す国民われらの選りたる議員ぞ

早坂冨美子 山形県
野の花の枯れたる空地に群れて咲くセイタカアワダチサウ手
折るにあらず
病院の向かひの空地に群をなし勢ひて咲けりセイタカアワダチサウ

一茎に十二個の花咲き極め茶の間に君子蘭客を待つがに
夫と吾の湯飲み茶碗に茶柱の立ちて朝より「縁起が良いね」
山椒の花が咲いたと言ふ夫に従ひて行く裏の畑に

コロナ禍のコメンテーターの女性の手白くしなやか透き通るごと

昨日まで枝を埋めて赤き実の付きゐたる梅擬一粒もあらず
二つ三つ白き小花の咲き残る紫蘇の実摘みぬ夕日浴みつつ
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裏畑に移植をなしし山椒の花を見むとて目を凝らしゐつ
山椒の新芽に仁丹の粒よりも小さき卵が三つ着きゐつ
昆虫の卵にかあらむルーペ手にわれいそいそと裏畑に出づ
久々に友と談笑したる昼青鷺一羽頭上よぎれり
母の日も結婚記念日も外出の自粛に夫と淋しき夕餉
わが足となりて七年九万キロ走りくれたる車に感謝
電車バス飛行機にさへ酔ふわれの頼りとなすはわれの愛車ぞ
銀毛に覆はれ出づる翁草露をふくみて光り耀ふ
八重咲きの蕺草庭に咲きゐるを客は愛で行く一声掛けて
手術時間予定の十時間経ちたるも連絡もなく時のみ過ぐる
主治医の説明聞きつつあふれ出る涙に夫の顔がぼやける
舌癌の手術に入院したる夫コロナ禍ゆゑに面会ならず
三人の子らも他県に住むゆゑに面会の許可も容易ならざる
盂蘭盆の花火大会この夏は観るは叶はず音のみ届く
夜空いつぱい大きな花を咲かしむる花火に寄する深き想ひ出
一月の入院終へて今日退院明日より夫は通院となる
八十歳のわれを老いとは思ふまじ決心なすももろく崩るる
舌癌の手術を終へて一月余体重は減二十キロとぞ
四十余年の会社勤めを果したる夫には病欠一度もあらず
八十五歳の今日まで病ひ知らず来てこの大病に侵さるるは無念
ありし日の母漬けくれし「貫内」とふ茸の味噌漬けひたに恋ほしも

今日もまた通院の夫に付き添はむ心して車のハンドル握る
駐車場より病院までの徒歩ですら息を切らしつつひたすら歩む
夫の乗る車椅子をば押すわれのスムーズならず右に片向く

体調を崩した後も変わりなくフェイスブックにアップした近況

ラインにて届きたる友の逝去の知らせ報告文は淡々として
ジャケットを誕生祝に贈り来て感想も聞かず逝くせっかちな友
大輪を咲かせる椿三月の庭はひときわ明るさをます
友逝きて思い出の店訪ねればミモザが満開去年と変わらず
箱買いの文旦届き腕がなる友待ちかねる手作りのピール
コロナ禍に家に籠りて鎮魂し彼岸に思う旅だちし友たち
空と書きくうと読ませる教えありその中にこそ我が意を込める
言葉に出すその直前の我が思い感情に溺れるなかれと戒める
常ならば心浮き立つ春の日にコロナコロナと笛吹くマスコミ
行きつけのカフェに人出の少くて珈琲うまし好みの席で
マスクせよ離れて座れ長居すな注文の多い喫茶店
傾聴はズーム使って四十五分互に慣れて話が弾む
施設には出入り禁止でもう一年「会いたいねー」と声が揃った
菖蒲葉と柏 持ち友来たる節気を守る暮しに感服す
自粛する長い時間に講座受け日本と云う国改めて知る
丹精の友のバラ園香り満ち感嘆の声響く咲き誇る花
子の声の久しく絶えたる路地裏に姉弟の転入嬉し
ほほ緩むぴょこんと揃って頭下げ親の後より見上げる面に
日本には咲く花多く時々の花暦あり四季はよろこび
ワクチンを打つか打ったか探り合う久しぶりの友と悲しき気分
足痛く立居振舞に不自由す縁を得たる治療院有り難し
基地近く駅に停車するガソリン車連結ながく十三両あり
時過ぎる速さに気持ち追いつかぬコロナ自粛の一年五ヶ月

連日の点滴注射に夫の顔赤らむ兆しにわれは安堵す
失なはれたる夫の筋肉わづかづつ作られ来るや必ずきつと
紺碧の空に浮遊するアドバルーン叶ひくるるやわが夢ひとつ

ひろ の けい こ

廣野恵子 ☆ 東京都
秋知らす金木犀の香り満つ庭は一雨で黄色に埋まる
コロナ禍に自粛を守りいる友は白髪を言う「冠雪の富士」と
成人し免許手にして今年まで事故なく過ぎた日々を感謝す
よし悪しを言う人あるが手放せぬ車あっての日暮しなれば
まだ不思議働き者の義妹が眠るように横たわっている
コロナ禍で通夜も告別式も簡略化こんな終わりを納得できぬ
葉が落ちて裸になりたる花梨の枝思い切り落として姿よくなる
欠礼の挨拶状多し逆縁の知らせありても便りのできず
辛き事多いとこぼす友あれど助ける手もなくただ話聞く
千両が新年を寿ぐごとく実をつける紅き輝き抱えるほどに
主なく三年過ぎる隣家の庭木の様子常に気になる
コロナ禍に迎える新年何もかも去年と変わりて祝も新鮮
足元より伝わる寒さゾクゾクと不穏な世界の空気を伝う
コロナ禍にパンジーの花植え損い春になりても玄関先暗し
生き生きと明るい歌の並ぶときホッとしている私も嬉し
鬼は外豆まきをして春迎える去年と変わらず撒き手は夫
年の数の豆を食べるは無理無理と振る手が動き目標クリアす
雨の日にカフェで語ったあの日から幾らもたたず友世を去りぬ

接種者が感染元になると言う新たな文書マスコミは知らせぬ
鷺草は見事に咲いて白き花嬉し植え替えて三度目の夏
雨やみて懐かしき香の流れ来る金木犀の花が満開
雨つづき空見ることなく過ごしたが久方の光月は輝く
長雨に加え激しい気温差に野菜を作る苦労を思う
幼き日母の作りし総菜は素晴らしきものであったと今は思う
丸一日水を含んだ花豆はふっくらとして二倍に増える
いつまでも終わらぬ自粛生活に改めて思う料理の力量
母は言った料理下手は三文安まずい料理を食べて暮らすのと
町会も老人会も慌ただし次々届く逝去の知らせ
武蔵野の林のように草繁る名を知らぬ花数多さく庭
スマホには写真を撮れば花の名をすぐに教える嬉しき機能
朝夕の感染者数聞くたびに心に浮ぶ大本営発表の話
ワクチンの接種を急ぐ国と人後から聞こえる恐ろしき実態

ふじ た なつ み

藤田夏見 ☆ 広島県
コンバイン降りつつ籾を少年の運び出しては又刈り進む
霞むほどにわんわと群れるトビイロウンカ コンバイン行く
中舞い上がりおり
乾燥機もみ摺り機米選機デジタル計量ボタン押すのみ
一陣の風音のしてポテポテと銀杏降りぬ拾うそばより
煮炊きせず肉を喰らわぬ木喰の円空思い銀杏拾う
四県を二日ドライブ助手席に移り行く黄葉今を盛りと
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玻璃越しの秋の光の淡あわとひとり浸かりぬラジウムの湯に
岩肌を細く伝わる湯は風呂に螺旋タイルはブルーの煌めき
軒下に吊るす藁縄にあめ色の干し柿揺れる風通う道
元旦の狛犬抜けて駆けあがる孫等のあと追う長き階
柏手を打ちつつ頭を垂れる孫不在の父の健康願う
片恋の人の勧めし更級日記文庫本に読む半世紀経て
飼い猫の捕えたる雀を咥えゆく野良猫見たりと餌をやる夫は
「生前葬 それもいいね」とチエちゃんと二人で約す家族は知らず

二次会に生前葬する約束の同窓会なし二千二十年
刻みたる大根の形そのままに干上がりおりぬ虎落笛鳴る
少年の乗る釣り船と因島の橋と島々スクリーンショット
釣りたては鯛めしにして少年の船酔いとボウズを夕餉に囃す
しめ縄を綯う翁らの輪に入り来今年当屋の辿々しき手
鷺島はみんな元気と裏年のデコポン八朔友の持ち来る
立枯れの金木犀の枝燃ゆる薪ストーブに猫はまどろむ
虎落笛雪風荒ぶ庭の上穴あき雲の空あお青と
三重ねの菱餅そろえ雛あられ寿司も供える三月三日
割れガラス柱に刺さりし家を言う胎内被曝の手帳持つ友
十歳の叔母の原爆体験を昨日初めて聞きたると友
「半世紀」「三十年振り」と子と歩く平和公園木漏れ日の道
そこここに幼児連れる父らしき人居り月曜の花の公園
夜も昼も燃え続きおりヒロシマの平和の炎さくら満ちいる
家族連れ祈り捧げる何組かコロナ禍の春異国の人等
嬰児を胸に掻き抱き残る手に児を背負わんとするブロンズ像

関係者陰性なれど日々新た増すばかりとう陽性者の数

こ

おととしの秋山に蒔きし種笹百合かひとつ芽の出てポツポツ続く

笹百合に似るものなりて鳴子百合芽はふつくらと笹の葉に似ず
笹百合は山のなだりに蕾あり踏ん張り翳すスマートフォンを
笹百合の保存に笹山刈りありて群れる蕨を摘みつつ登る
人住まぬ奥山の道やま蕗の生い続きおり太きを取らん
分け入りて取りたる山菜アク抜きを嬉しむ二日香り立つ家
山菜の下拵えに浮き立ちて手指に残る垢とがさつき
境内に警報機鳴り踏み切りの参道にみどり湯田村駅は
公民館自粛要請どの町も人の声なし風薫るとき
熟したる枝引き寄せて桑の実を口に含めり散歩の道に
梅の実を納屋に置くまま馬鈴薯を掘る日は伸ばす従兄の手術に
受付に荷物と共に委ねたり三泊四日従兄の入院
芋掘りは晴天続く梅雨の間に涼しき時間の日の出とともに
茎を切りマルチを外し馬鈴薯の株ごと鍬を振るうは無心
目を凝らす川原の闇の草叢に消えつつ残るほたる黄緑
筋を引き闇夜にたゆたう緑の灯ほうたるこいと孫と歌いぬ
畦道に届かぬ蓮は膝までを泥に浸かりて五本摘みたり
奥山に笹百合守りいるわれがキャベツの虫を捻らんとする
紫木蓮そよぐ葉叢に返り花七つ八つあり灯る如くに
手の届く道端の三本もらい来て仏に供う蕾の花蓮
朝露にしとどに濡れて花蓮とハチスを刈れり盆の来たれば
塩漬けとシロップ漬けの梅を干す土用を過ぎて照り続く日々
学童に陽性ひとりと市のメール落ち着かぬ日々孫の周囲は
町全体沈み見ゆるは陽性者身近にあると知りたるゆえか

醍醐寺の如意輪観音とどこか似る今朝のキャスターニュース読みをり

清貧の元大統領ホセ・ムヒカ引退知るは秋深む頃
選ぶ者選ばるる者辞する者それぞれの意志疎かならず
四選を問ふ県知事の投票日寒中の晴れ四選叶ふ
水害にコロナに向き合ふ女性知事県民われら見落としをらず
東日本大震災の余震とぞ夜更けに突如来る震度六
十年は果して長きか短きか人と地球の時間の落差
復興を目指す人らに十年後の余震と言ふは酷にあらずや
立春のあとに幾度も吹雪く日の続き余寒と呼びて怖れき
寒の立ち別れと言ひし妣思ふ季節進むを喜びし日よ
伐られしは伐られしままに小さくもわが家の紅梅色濃く咲けり
雲重く静かなる朝生ぬるく木々も大地も雨待つらしき
醍醐寺の如意輪観音童顔に御座す写真に日頃親しむ

づ

姪ひとりのビニールプールは寂しげで囃し始める休暇の叔父が
ホースより放てる水の虹を架け砕け落ちくる声弾む孫に
続く雨続く日照りに稲の穂の出具合を言う今日も夫は
ポキポキと折りつつ皮を取り除き薩摩芋の茎きんぴらにせむ
リモートの画面に真向かう緊張の孫の顔つきしだいに緩む
焼くもよし膾も欲しと水を替え七度洗う今朝のままかり
岡山の郷土名物ままかりを指で捌いて昆布締めとする
掘りたての茗荷の香りをままかりの膾に添える今日は日本酒
唐辛子の辛きインドを語りつつ醤油につけて酒飲みし父
保存食の強き味方の唐辛子表紙絵に見る四斗樽圧縮版

し

コロナ禍と内戦各地に広ごるを伝ふニュースに終息見えず
幼子のいのち奪ふをためらはぬミャンマー国軍の所業を憎む
対立は分断を生み二極化と進みゆくのか地球危ふし
新芽萌ゆ身丈に余るランドセル逆転はいつ大きく育て
連休の初日テレビの特集に地熱発電心して見る
原発に傾きたがるこの国に多様な発電心強しも
国民を医療を守る術ありやオリンピックの行方見守る
コロナゆゑ面会はなしと入院の手続きをして帰り来たれり
葉桜の葉裏を返し吹く風よ初夏が始まるコロナ二年目の
緑濃き庄内平野を最上川過りゆくなりコロナの夏を
咳き込むに近くの人が後退る「コロナぢやない」は通用せずに

ほん ま

本間志津子 山形県
朝刊を広げベンチに日向ぼこ冷たき風に身震ひひとつ
誕生日祝ふと賜びしランタンよ押せば灯点るわが心にも
台湾の過ぎ来し伝ふる放映に望春賦ゆるく流れてゐたり
花やつでカリフラワーの様なるが近き空き家の夕庭に立つ
週末の朝のカフェに息を継ぐ無職の身にも師走は忙し
直言は効きてゐたりきさばさばと屈託のなき電話が届く
沖鱚は摺り身となりてみちのくの寒き夕餉の卓を彩る
冷ゆる夜は鰤大根を喜びき逝きて十八年冬がまた来る
蝋燭の点る静けさ見てをりぬゆらぐことなく燃え尽くるまで
放映の大統領の就任よトランプのなき歩み始まる
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子らは言ふ運動会はだめなのにオリンピックはどうしていいのと

咳き込めばご飯粒三つ出で来たり誤嚥を防ぐ力残るや
不老不死を望みしと聞く始皇帝を如何に思ふや習近平は
アナベルと名付けられたる洋花は白く咲き継ぐレースにも似て
朝七時警備員服の老人が毎日通る定めのごとく
暑き日の西に傾き逆光に影絵のごとく木々林立す
感染者日に一万を超ゆる日もコロナ蔓延誰が責を負ふ
炎天に現はれ出づる峯雲の崩るる早く雷鳴を呼ぶ
夏の夜の花火大会さながらに五輪開会今賑々し
テレビ消し開会式の賑はひに背を向け寝ねむ僅かの意地に
にちにち
日々にコロナ感染拡大す医療崩壊始まりをるか
大差にて野党候補は当選す横浜市長の選挙の果てに
去年の雨そして地すべり倒木は谷に根までも枯るるを晒す
奥入瀬の滾つ流れに横たはる苔むす倒木ふと思ひ出づ
倒木の再生願ふと土地の人手を加へぬが掟なるとふ
みちのくの倒木ひそかに再生を成すか深山の山懐に
せな
じりじりと濯ぎもの干すわが背に迫る九月の日差しは厳し
朝五時の頬に触れくる冷気あり行きつ戻りつ秋は来てゐる

ますさかより こ

益坂順子 福岡県
久久に宿泊登山の準備して初めてのやうな緊張しきり
黒岳に挑む朝の登山口ヘッドランプの光りに頼る
漸くに辿り着きたる山頂にスマホ掲げていつものポーズ

霰降りざわめき止まぬ時過ぎて空澄みわたり四十雀鳴く
この車列競ふことなく待ちてをり枝垂れ桜に想ひを寄せて
藪柑子繁りの間這ひ出して鈴蘭咲けり鮮らけき白
スマホにて用為すことの多くなり減りてゆくのみパソコン使用
久久のテニス試合に行く夫のザックに入るるお握り三個
シニアテニス八十歳台減りたるか夫誘はるるひと月前に
団体は二位と日焼けしたる夫言ひいつもと違ふ笑顔を見せつ
正面に岩峰二つ聳え立つ傾山は新緑の上
一人づつロープ頼りて大小の岩場を進む無口のままに
仰ぎ見るアケボノツツジの花揺れて足どり軽き登山の途中
千曲川源流辿るといふガイド未知の山ゆゑ軽く聞きをり
残雪と見紛ふほどの遠景にレタス畑のビニールマルチ
ふ
じ
漸くに辿り着きたる甲武信ヶ岳頂に見る富士山はまぼろし
公園の展望台に眺めをり登る予定の瑞牆山を
岩影に群れて咲きゐるイワカガミ岩場の続く慰めとして
年一度術後検診する習ひ登山の出来る事を希ひて
辣韮と梅盛りなる六月はひと粒毎の為事楽しむ
豪雨より一年の経つ三池山小き重機の作業続けり
少しづつ復旧工事の進む山なんぢやもんぢやの大木は嗚呼
川蝉を翡翠と書くをつゆ知らず当てずつぽうにパズル解きをり
く せ ん ぶ
白白と山法師咲く九千部岳の頂に見ゆ有明海の
山法師の名所となりて九千部岳に並ぶ車の県外ナンバー
アナベルの花房揺るる庭の隅しみじみ見つむ茎の細きを
トムラウシ山縦走の荷の中にダウンとマフラー入るる真夏日

の宿の夕食バーベキュー他に客のなき十月末日
GoTo
下山後に寄る道の駅 GoTo
の振興券を一枚持ちて
パラグライダーとハングライダーの飛ぶ頂に風を見つむる鋭き眼

公園の猪捕獲を聞く朝の色づく楓青空に照る
入山の規制解けたる高岳と中岳めざす懐かしみつつ
一 五 九 二 米
肥後の国 の標高を持つ高岳の頂に立つ万歳をして
様変はる阿蘇中岳の火口底黒ずむ道を足早に過ぐ
下山時の浮き立つ心と裏腹の膝の痛みを友には言はず
千両に実の付く株と付かぬ株ありて今年は大当たりらし
沿道に人垣の無き箱根路に若きらの歓喜悲哀の沁みる
昭和期のストーブ点火する習ひ朝あさのこと身支度前の
凍て付ける続く岩場は四つん這ひ滑らぬやうに転ばぬやうに
年毎に参加者減りてゆく行事加齢はたまたコロナ禍故か
展望の良き頂に見はるかす熱き吐息のなびく阿蘇山
船旅の窓辺飛び交ふユリカモメ潮の匂ひを運び来るがに
雪のなき二月の馬見山中腹に蝮草の実赤色さやか
の け ぼ う し
福寿草見むと行きたる仰烏帽子山この年の山開きといふ日
先着の人ら輪になる頂きの日溜り探す風を避けつつ
去年の冬怯みし岩の雪辱をけふ晴らしたり岩よぢ登る
伐採の進みたる阿蘇外輪山防火帯だといふ名のもとに
阿蘇の山下る途中の道隔て山肌なむる野焼きの炎
山頂の露岩に立ちて海みをり遮るものなし天草の風
各各に持ち寄る山の昼の飯けふアボカドとふかひれスープ
右膝と太股に腰痛み持つ友の言ひたり動きて治す

だ い せ つ

遠征の準備の日々を楽しめず不安先立つ齢重ねて
食料と寝具持参の避難小屋雪解け水の有難きかな
おほかたはテント使用の若者の迎へくれたる笑顔の嬉し
百聞は一見に如かず大雪山の日本庭園離れ難きも
幾つもの雪渓越ゆる縦走にスプーンカットの雪渓ひとつ
下山時にふと顧みる十勝岳山頂覆ふ笠雲の影
夜を通しエンジン音の鳴り止まぬ海原進むフェリーあかしや
若き日の旅思ひ出づ乗船の記念スタンプ丁寧に押す
花の数少なくなりゆく白木槿見上ぐる先に大輪七つ
かづら
朝あさの散歩の径に零余子付く蔓の見えて腕伸ばせり
水戸市より単身赴任の山の友お別れ会は阿蘇の高岳
水戸市より単身赴任の二年半山の思ひ出を宝と言ヘり
コロナ禍と言へど阿蘇路の渋滞す復興トンネル通らむとして
噴煙に規制されたる駐車場登山者すべて自己の責任
ゆつくりと砂千里浜歩きたりマスクを透きてガス運ぶ風
青空に向かひて上がる噴煙の白さ際立つ溶岩壁に
む か ば き
行縢山の滝の音する登山道足取り軽く先づは山頂
二十年前に登りし尾鈴山おとろへたるを膝に教はる
体育館建て替へ工事するといふ待つ身にあらず令和六年

まつ い みつ こ

マスクかけ歩くが苦痛でなくなりぬ日に日に秋の深み来たりて

松居光子 三重県
雲ひとつ無き青空に大銀杏は金色に照りて寺庭明るし
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消し忘れを案ずることなく安らけしタイマー付きの膝掛けに換へて

十年まり使ひたる電気ひざ掛けの点いたり消えたり調子の悪き

「あつ地震」起き立ち居間のテレビ付け速報のなく夢と気づきぬ

あたたかき香に立つ煎茶に安らぎぬ和菓子をいただく午後のひととき

窓開くればサラリと心地よき朝暦を見ればけふは白露と

コロナ禍の深刻なるなか行はれたる此度の五輪は観る気の起こらず

中間考査を気にしながらもオリンピックを観戦したり中学生のわれ

階段を駆け上がる人ら羨しみつつエスカレーターでホームに向かふ

「四斗樽」を読み終へてより「し」の誤用が気になりて来ぬ
新聞歌壇に
右左下も確かめ踏み出したつもりが躓き転倒したり
よいしよと眼鏡を拾ひ起き上がりとぼとぼ歩き帰り来たりぬ
体重をもろに受けしか左手首ひねると痛み使へなくなる
靭帯の損傷といふ診断に手首を包帯で固定されたり

あした

冬枯れのばうばうとしたる藪の木木けさ雪化粧して佳き景となる

常と違ふスタイリストにセットされ若くなりたるヘアースタイル

わが乱視度数の進み来たるらし二重三重に月の見ゆるは
レンズを替へたる眼鏡で見上ぐればくつきりひとつ月の輝く
段飾りのひな人形を祭ること為さずになりて幾年か経つ
遠き日に己が作りし押し絵の雛をリビングに掛け心足らひぬ
若かりし母の茶羽織の残り糸にわれは編みたりラメ入りの帽子
綛となりたる毛糸を玉に巻き上ぐる作業を手伝ひし幼な日おもふ
一斉に喇叭水仙さき誇るフェンスの向かうへ奏づるごとく

触れたればぱらりぱらぱら崩れ落つティアラのやうな白きペンタス

東京都
街々に光る桜の花ふぶき仏坐ませば散華なるべし

松本英夫

まつもとひで お

友の訃に打ちのめされて常になく転寝もせず昨夜を過ごしぬ
これよりは治療に専念すと言ひてわづか四月で友は逝きたり
日展の入選作の君が写真遺りてをりぬ文箱の中に
暇ありてつけたるテレビに美しきレンゲ畑の映りてをりぬ
曼殊沙華ちんあなごのごと並び生ゆみどりの胴のすらりと伸びて

絹雲の初めて棚引く夕まぐれひとつ残れる胡瓜を取りぬ

べ

レンゲ草を見なくなり来て久しきに首飾り作りし日を懐かしむ

よ

蓮の花に似てゐる故に蓮華といふをテレビ番組に初めて知りぬ
かかりつけのクリニックにてスムーズに第一回目の接種終へたり

小春日に絶え間なく散る山茶花は下苔おほひ友禅の生る
老猿のこたつに坐り放心す芸する前の憩ひのひととき
ひと
竹籠に千円札を十五枚入れて客呼ぶ猿回しの女
カーショップ消えたる跡は草茫茫マンション？スーパー？噂
も止みぬ

ケキョケキョともホーホケキョとも聞こゆるをＢＧＭに朝食ととのふ

少しづつ出づる位置の変はり来て吾がリビングに朝日輝く
朝より夏うぐひすの鳴く声に元気づけられエプロンつけぬ
耳をつんざく解体工事の音にも負けず蝉の鳴き声はげしくなりぬ

吾の待ちし同じかばんを提ぐる人如何な思ひを籠めてをるらむ

たのしきはいつもの道逸れ丘の上に色づき初むるもみぢ撮るとき

設定の手順を Word
に記しおく卒寿にパソコン新たにせむと
マイク持ち思ひを言へば Google
はしばし考へ文字を吐き出す

どしどしと降る雨音にパソコンの到着予定をいくど確かむ
目覚むるやまづ新しきパソコンのすつくりと立つ画面に見入る
パソコンのテストメールを受けられず迷路に入りて脳の固まる
パソコンの設定手順の泥沼へ連夜の歯ぎしり妻を怒らす

前回の東京五輪は白黒のテレビで観たり胸をどらせて

台風の一号発生とのテレビ炎暑を思ふ雑煮食みつつ
陽に干せるふとんを敷けば日のかをりほのかに温き春分の夜
風呂洗ひ掃除水遣り苛立たずありがたきかなと言ひきかせつつ
「がんばつてね いつてらつしやーい ほー」いつもの娘に
父は手を振る
魚沼の藁の香りをいだきつつ古き扉に注連飾り揚ぐ
免許返上忘れ去り悠々とハンドル握る夢の信濃路

たのしきは喜びいさみぐいぐいとリードを引つ張る犬を見るとき

たのしきは妻に誘はれ丸ビルの光におほはるツリー見る時
たのしきは北風の夜に膝を曲げらつこのやうに湯浴みする時

アイフォンのセツトに明け暮れ五日経ち LINE
の通ず傍なる妻へ
放映にパンを求めて三十人今日の「三六五日」は
小寒に南の風は春運びさそはれ歩む荒川の岸

パソコンに思ひを言へば文となる昔はキーを厭はざりけり

「たわらまち」すらすら言へば「田原町」一息つけば「俵万智 」

も

パソコンがアツプデートに遅くなる「時代遅れ」は英五に足れり

物言へば cloud
の中よりむくむくと文字の降りくる音声認識
「これよこれ」喜びたるも消し去りて思はぬ文字を差し出す Google
わらべうた、コロナの警鐘聞き分けて「あの町この町みんな
夜の街」
が一行丸めて消し去れば息詰め見守る繰り出す文を
Google

川べりの河津桜は花ざかりスカイツリー背にシャッター途切れず

く

新しき西暦やうやく手になじみあやまたず書く一月の末
満開の冬桜目に LINE
にて来ざりし妻に写真を送る
立春に桜餅食めば葉の薫り口に溢るるうらうらの春
汗のごと壁を伝ひて水の垂る三月二日の雨けぶる朝
失言に俄かに起こる鬨の声後進日本のジェンダー差別

は結句は「ばら」と識りてのち初句の「演芸」
「園芸」とせり
Google
かろやかに cloud
より出づる君の名は大弐三位 菅義偉も
虹色にふはりつつまる君が代に世界へ届けジェンダーフリー
最下位もベストトリックあきらめず西矢椛に海風涼し
奥ふかく泳がば我の携帯の金光るらむ悠衣のメダルに
最後の矢弧のしなやかに真ん中へ銅射止めたる赤き三銃士

熱闘に終り告げたるピッチャーは「三十九のリアル」も投げて

白蓮のつぼみやはらぎ裸木の花蘚芳立つ待ちかぬるごと
汲む水の音に温みの萌したり花に水遣る春分の朝
三十にして子を遺す母あれば百歳に法説く寂聴のあり
ほの白き空に黒むる枝伸ぶる桂にあはきみどりの萌す
雨夜あけ久留米躑躅は対をなす赤き蕾を押し出しにけり
ベランダに春日眩しきマンションは赤白紺の蒲団の綾なす
突風に庭師の剪りゆく赤芽の葉春空高く吹き上がりたり
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モーターの音のみ聞こえすいすいと滑るやうなりロングレールは

新月面さはやかに立つ橋本の胸に光れる「努力の重み」
国つひに「傘」の使用を禁じたりコロナ報ずる虚構新聞
赤き口あけて餌を乞ふ五羽のひな上田のバスのタイヤの奥に
大谷の活躍なからば遠き国クアーズフィールドはオールス
ターゲーム
韓国へ二泊三日の出張に二週づつ隔離の息子の戻る
接種するはラケット握りし体育館おいひと達のしづしづ歩む
県境を越ゆる免罪符のやうに接種済証二枚をザックへ
朝六時湯河原の街しんとして窓の下よりせせらぎ聞こゆ
駅前のバス停に立ち時計見るいづれの名所も便の少なし

み よしのり こ

而今とは禅語の「今を懸命に生きる」意味とぞ我もさう在りたし

に こん

三好規子 神奈川県
「老いたれば少しづつこの世に継ぐ鎖とく」ホーウェルスの
言に惹かれたり
骨のため整形外科医は「早く歯を抜くやう」歯科医は「抜か
ず治療を」と
孫達の「教育資金贈与」の手続きに銀行の別室に坐りぬ
溜め置ける預金のあらかた子や孫に生前贈与し心の軽し
野紺菊や紫式部の実の並びほととぎす咲く秋の来たりぬ
九十餘歳の翁は昼と夜を違へゐるといふその妹の葉書
ウエットスーツ姿の牧師より海にて洗礼を受く孫も同様に

宿の窓の鳴き声ツグミ河原にはアマツバメ飛ぶと孫に教はる
前の日に緊急事態宣言の解かれ箱根に若人多し

父書きし短き手紙いで来たり「大好きなばあちやんへ」施設の母宛

カハセミを見たと孫らに聞き我も川辺に行けば二羽のバン浮く
黒き羽しろき嘴の鷭のゐて翡翠に会へず帰り来たりぬ
いたち川に婿の指さす先みればコバルトブルーのカハセミ動く
雀ほどの腹の黄色き翡翠は素早く動く青目立ちつつ
ななつ星列車にて使用されるとふ稀少みかん届く母の日まへに
コロナ禍の怖さが身近に迫りたり同時にリハビリせし人の感染
朝の道に動かず鳴きゐる小雀を見守るのみに跔めぬ我は
少し先の電線にゐるは親雀と独り合点しその場を離る
美味きもの作るを期待し家庭科を選択の孫は縫ひものばかりと
高校の孫の初縫ひの浴衣地に印刷されゐる「袖つけ」
「身八つ口」
白妙の泰山木の大き花けふも足止め見上ぐ散歩路
年どしに庭隅に咲きし故里の泰山木と父母の顔うかぶ
「アララギ」も「高嶺」も九十年ほどにて終刊す「冬雷」の
とこしへ願ふ
雨のあと一斉に咲ける薄紅の玉すだれ青のあぢさゐに映えて
二十幾年まへ子の車にて母と行きし大山のＤＶＤが届く
ロゴ盗作競技場たて替へコロナに延期無観客と異例の五輪
おだやかに今日も生活できるやう祈りてをれば初蝉の声
震災の仮設住宅に使はれしアルミに聖火のトーチ作らる
病院の食堂の窓に並びゐる濃きくれなゐの百日紅美し
画眉鳥のかまびすしく啼き鶯の一声うれし朝の公園

如月の薄くれなゐのあぢさゐをレースのカーテンの傍に置きたり

初雪と木枯し一号の知らせありけふ雪冠る富士の嶺みゆ
わが国の家庭の食品一割ほどが捨てらるといふ心しなければ
強き風すぎたるあした散り紅葉掃かむと出づれば一葉もなし
大船の駅前通りの雀らは何を啄む車気にせずに
冷蔵庫が師走に壊れ子は解くる肉など次つぎ調理してゆく
年末に待てど届かぬ冷蔵庫災害時もへば我慢できたり
厨房が二階の我家クレーン車に吊られて届く大型冷蔵庫
十二月の寒き朝のデッキの鉢に観賞用いちごの赤き実あまた
われ以外たれも食べない小き苺酸味の強く昔の味す
共によく茶会を開き旅行せし友の逝きたり新年またずに
天を指す赤きアロエの花並びあちこち痛き我を励ます
食卓をアクリル板に仕切り子は消毒薬おく万一に備へ
三月の気温の豫報に薄着して帰り道あふ春一番に
冬空に天使のはしごとふ光が雲間より差す医院への道
紫のつぼみ寄り合ふ沈丁花マスクを外し顔近づけぬ
五百坪ほどの旧家の庭隅に小き家建てば即母屋こはさる
望月が左の目には卵形右目は重ねの餅のごと見ゆ
歌人日記とふ日記帳の毛筆の父の続け字ほとんど読めず
国宝の待庵のある妙喜庵の書院を模して茶室つくりき
妙喜庵の明月堂を模し建ちし書院造の茶室「蝸牛居」
アーチェリーの部活の孫と合流し家族の揃ひ箱根に向かふ
をちこちの桜の花に迎へられ延期してゐし箱根に着きぬ
女将さんの手作りといふ刺繡ある襦袢を纏ひ湯に浸かりをり

の

みさお

あちこちの散歩の道にかをり吾が庭に乱れて咲ける白百合
朝六時の公園に週幾度その父と野球をする小学生に会ふ
イチローや大谷翔平めざすのか親子でいそしむ公園訓練
前回の五輪の年に生れし子が二年振り福岡より会ひに来ぬ
頼りゐる娘の入院手術にて初に申し込むショートステイ
手術日の決まる娘は買出しの両手の重き荷を二階へ運ぶ
子に代はり荷物を持てぬ我がからだ歯痒けれども致し方なし
中秋の名月の夜は雨雲との豫報に雨戸をあけ見る十三夜

や

矢野 操 ☆ 香川県
意識せず見てきた紅葉葉の老化その後残らず落葉の果て
行きつけのコーヒー店のすぐ近くスタバの開業足はそちらへ
わがために詠んでくれたかこの一首一声あれば作歌冥利に
いま買ったばかりのサインペン見えず出なおす車の横にあっ
た あったわ
国産の肉しか食べぬ妹のダックスフントききすぎの鼻
酢の物にだいだいしぼるまろやかさ砂糖つかわずレモンかなわず

音声の聞きとりがたく電池かえ望む深夜の番組を聞く
たくさんのハンカチ「これだ」決まらずに時間をかけた売場
はなれる
エンジンをかけ駐車場出る左右くるま十台を見送る
紫のジャーマンアイリス花びらの薄き一束いたわり包む
左右からの車十台見送った駐車場より出るに出られず
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行きつけの郵便局にいくつかのパンを並べる商売意欲
出まわりの六月初旬たくさんのびわの実なれど色むらの無き
夜来香ことしも二本のみ入荷みのがしせずに産直に買う
夕食の皿かずの増す歌友よりいんげんの酢みその和え物きゅ
うりもみ
わけありの産直トマト三個受く木にうれた味本来のトマト
カレー用じゃがいも玉ねぎ人参北海道の申し分なき
平面に止まっている蚊まうえより叩いてはずれめったにはない

やまもとのり こ

師走になりベートーヴェンの「第九」聞き合唱参加の若き日思ふ

山本述子 埼玉県
溝蕎麦の白き小粒の花の群拭ふが如くに小川さらさら
ひん
萩の群黄みどり色の森を背に白絹の品保ちつつ揺る
野紺菊群なし森の一隅を照らすが如く咲き誇りをり
三日前黄緑色の大公孫樹今朝の光に真つ黄色映ゆ
来る年の明るくあれと願ひ込め大掃除にて汗したたらす
黄緑に黄色朱色と紅色も加はり紅葉陽に映えてをり

作品三

曲り角の水仙の花師走には咲いてくれたり一株なれど
菊供へ夫の命日に墓前にてゆつたり明るく生きて居ますと
ふる里の柚子の香ぐはし酢の物蒸し物焼き魚にも
初詣で人の疎らな境内に拍手の音響かせ拝す
年賀状減りぎみなれどなぜか今年は繰返し読む
年明けて日本海側大雪に道路不通に停電もあり

二〇二一年

いしわたりしず お

石 渡 静夫 ☆ 茨城県
濃紺の湖の波荒くとも釣船あまた湖上に浮かぶ
釣り人は冷たい風と強い波をものともせずに釣糸垂らす
玄関を二十年間守りたる桃ノ木伐らんと水を捧げる
玄関の左の梅も伐りたいね父には事後の報告とする
石の下に予想を超えて根は深く庭木伐採に気合を入れる
太き幹をチェーンソー使い伐り行けど中心堅固で両手痺れる
歴史的建物の小野瀬邸立入禁止の先に紅葉す
音の無い休日の音聴きながら勤労感謝の日の朝のコーヒー
ふるさとの神社に残る神楽殿床下に太き花火筒あり
風の音だけが語らう大晦日南の丘に雲湧きいづる
三分の大差となりてテレビ消す箱根駅伝もう最終区
追い上げるランナーのリズム軽快に首位の背中が一気に迫る
追い抜かれ顔をゆがめるランナーに沿道の人熱き声援
凍結の無くて良かった前の道路通勤通学利用者多く
食料を届けたいけど叶わない日曜出勤急に決まると
三日月を仰ぎて米の研ぎ汁を庭木にかける如月七日
やわらかき光にこころ溶かされて掃除機かける正午近づく
懐かざる猫の背中を撫でおれば薄目で猫は様子伺う
田園の畑地にソーラーパネル建つ開発の波ここにも来たり

鶯の高音に聞きほれ森の中の早春の香と風を浴びをり
震災後十年経るも今もなほ深き傷跡残れるを知る
摘みたての菜花手に入れほろ苦き早春の味堪能しをり
境内に出会ひたる人ら気が付けば互ひに挨拶交はしをりたり
朝毎に童謡の合唱流れきて懐かしみつつ歌ひてをりぬ
休日に園の賑はひまるでなく淋しく思ふほんの一瞬
園のバス児の泣き声を乗せたまま走り過ぎゆく四月の朝に
公園の繁みの果ての薔薇園の甘き香で満つ夕暮れどきに
実家より四つ違ひの弟の訃報届くも出向けぬ悔しさ
マントヒヒ素早くジャンプし枝渡り動き切れない息子の憧る
青空と澄みたる池の空間を暫し動かず眺めをりたり
幼くて茶葉摘み蒸すを手伝ひき手揉みの後に新茶を啜る
出来たての新茶の香り今も尚旨味とともに我が舌にあり
緑濃き垂れ桜の木々の幹それぞれ僅か南に傾ぐ
葉の茂み厚さ増しきて見上ぐればゴーヤー四、五個ぶら下が
りをり
献立は母の料理にヒント得る見栄え控へ目味は納得
猛暑後の豪雨各地を襲ひくる年年増しくる気象の異変
広き芝三三五五の家族連れテントも張られ賑はひてをり
兄の蹴るサッカーボール弟にそうつと届き笑顔で止める
地元栗使つて早速栗御飯生家を偲びつ満腹となる
地震あり久方振りの強き揺れ都市直下型の前振れか否

朝のうちに雛人形を片付ける仏滅なれど今日は快晴
靴下を履かざる日常清清し掃除機の音も弾みておりぬ
天ぷらにすれば旨いと大き目の薩摩芋くれる近くの農夫
暖かな日射し一杯春の昼今日は何でも出来る気がして
足裏の感触だけで筍を掘ったと二本友は持ち来る
万物の成長早めるこの陽気ひと月早いか柿の若葉は
木蓮の紫の花あまた咲き撓んだ細き枝が支える
田植機を初めて運転する若者心配そうに父母が見つめる
緊張でハンドル捌き硬いのか田植機任さるる農家の若者
要領を得たる若者田植機の速度を上げてまっすぐ走らす
突然の雨に襲われ車内から一歩も出ずに止むを待ちたり
冷や麦を四人分茹で三人がぺろりと食べる農作業あと
分蘖の進む田の稲露を抱き緑の平野に朝日が昇る
久久に朝から晴れて気は騒ぐ掃除終えれば何を読もうか
ひんやりと窓から風の忍び寄る梅雨入り前の夜の静けさ
新聞紙の上に広げた南高梅日毎深まる黄熱の色
夕方になれば涼しき風来たり六月にして夏日は続く
国内産の鰻求めてスーパーの売場に来れば国内産無し
田に水の無くとも稲は真っ直ぐに伸びる六月晦日の晴れて
午後四時のワクチン接種の受付に向かう人等が列を作れり
次の日は腕の上がらぬ痛み出る人づてに聞く接種後のこと
接種後の副反応を一通り問診の医師は淡淡と言う
問診を終えれば直ぐに看護師が注射器持ちて我を迎える
新盆の見舞と称し訪い来たる本家の夫婦は明るい声で
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台風の三つ南にとどまりて五輪競技は熱き闘い
二位との差十四秒が縮まらぬ大迫選手前を追うのみ
目を閉じて蟬の声のみ聞きおれば変り無いかと兄の声する
五個入りの大振りの梨傷み見え売場に残る短き夏は
不出馬を表明したる菅総理いつもと違い語尾のはっきり
ゴールして語る笑顔は天女かと視力を持たぬ道下選手
七日ぶりに朝から晴れる秋の日のどこからともなく耕耘機来る
籾殻の燻す煙の棚引きて朝の散歩の人を消しゆく
安全運動最終日となる早朝に信号赤も止まらぬ車
新しき勤務先へと向かいたる娘を見送る台風の駅
カレンダーの残りわずかに三か月寂しいような安堵のような
窓越しに隣家の柿の色付きをじっと見ている朝の食卓

いのうえすず こ

村の中に熊の出できて鈴をつけて児らはスクールバスに乗り行く

井上鈴子 山形県
冬雷誌に岩手の人の短歌多し啄木賢治の生れたりし地よ

大振りのぶだう狩りの子は腹満たし狩りは食べるといふことか問ふ

遅くあらばよしと思ひし降雪のいま早く欲し熊も眠らむ
稲刈りの済みたる田圃に白鳥は落穂啄み秋すすみゆく
線路沿ひ背高泡立草が生ひ花粉を飛ばし勢力拡ぐ
紅葉の沼の鳥たち忙しげに水脈をひきゐる渡りの途中
満席の熱気あふるるミュージカル昨年観しは良かつたと夫
冬ざれの散居集落の夕暮は家に明かりがぽつぽつ灯る

濾油の天麩羅芋煮桜鯛細やかに並ぶ連休初日

父の日に息子のくるる肉まんに大いなる字の「ありがとう」の印

新芽出て水満々の長井ダムの「やっほー広場」に子らの大き声
小雨なか小一時間のドライブの萌黄の木々に明日を感ずる
強き風やうやく止みて日も差してぜんまい採りの日和となりぬ
夫の知る山独活生ふる場所へ行く途中の藪に片栗咲けり
鳥とわれ同じ高さの屋根の上にをればしきりに鳴き騒ぐ鳥
「鈴政」は先の女将に生け花を習ひしところ今日鮨つまむ
鮨屋より帰る裏道の店「ケルン」あの時のまま緑色のネオン
先輩に誘はれたると息子言ふケルンのカクテル「雪国」を飲む
嫁ぐ前われの使ひし部屋はいま生家の孫のクローゼットなり

帰省子の夏の礼服採寸す子に購ふはこれで終はりと
白き蕊を五弁の花は包みゐて隣家の木槿つぎつぎ咲けり
虫送りの藁人形にぼたもちを供へて戻り来雨温きなか
松ヶ岡の元藩主らのつくりたる桃の甘きに誇りが詰まる
盆飾りに庭に色づく鬼灯を採りきたる今日義父の逝きし日
映画館の回転扉すりぬけて友と食べにき「柳小路」の魚
遊休の農地に児らと播きたる蕎麦すくすく伸びぬ生温き日は
蕎麦畑のバイパス近き一列に植ゑたるひまはり黄に光り咲く
時季くれば松茸採りの義父なりき出場所語らず逝つてしまひぬ
あの辺りと聞きたる山の松茸は見つからず熊の出没を聞く
直売所に松茸一本購ひてなつかしみをり義父母ありし日
蕎麦の花おほよそ枯れて実のつけば児らと新蕎麦打つ日近づく

カーテンをつまみて外の雪をみる明朝起きる時刻はかりて
冬の夜の長瀞橋の街灯の雪見あげつつ君の手つかむ
かかりつけの医院の中にレッドゾーンコロナ患者の姿の見えず
番号のつく病にて辛からむ感染症のコロナに罹れば
晴れなれど積雪風にあふられてホワイトアウトの国道七号
元カノと同じページに君の名の載る五十周年記念誌届く
何となく眠りのこねば夫の酒すこしふくみて心あそばす
粉雪の熊野大社の風車杉の木立にカラカラと鳴る
下校時に光丘文庫の石段前君と出会ひて駅まで歩く
電車待つ時刻調整に寄る書店君を見かけて胸の高鳴る
松林を抜ければ浜の波の音風音強く君の声消ゆ
文も武も君は身を入れ光りゐて源氏の君と名づけてみたり
われよりも先に社会に出たる君は前のみ見つめ春たけてゆく
屋根の雪氷りて埋まる雨樋をかすか流るる水音のする
藤沢周平はわれのいとこの同級生山形師範学校なりと
しげぞう
いとこの名茂三なればモゾと呼び同じ下宿に過ごせりといふ
姉とともに苺狩りの子幾度も行き来する見ゆ甘き香のなか
卒業の祝ひの湯宿の庭に出て傾く月を子らと見あぐる
野点せし羽黒の宿坊の緋毛氈思ひおこせり『蝸牛居』よめば
盛岡は姉の嫁ぎし街にして地下の店にて靴買ひくれき
ふるさとの山道沿ひに紫のアヅマイチゲの咲き出す頃ほひ
黄砂にて霞む町並異国のごとあらためて知る地球のつながり
トラクターに乗りて挨拶してくるるひきこもりとふ友の息子は
県境を越えられぬゆゑ連休に行きたしと甥は電話をよこす

おくやまきよ こ

奥山清子 山形県
「つどいの場なないろ」の庭萩咲きて百歳体操初体験す
百歳体操は初回にて生徒は夫とわれ二人のみスタッフにもて
囃されぬ
花の色褪せたる紫苑を鎌で刈り更地になれば秋に気付けり
大賞の楯磨きつつ手を見詰む未だ伸び代の残りてありや
展示作業終へて晴ればれ庭に出づコロナ禍なれど観る人あらむ
忘れ得ぬ笹舟先生在りし日に持参の和紙に書き賜ふ一首
本校へ四キロ歩き臨式せし明治節も故事となりしか
早朝の硯に向かふ文化の日小町の歌を色紙に納む
縮緬の和風のバッグ作りたり「箪笥の肥し」などと言はずに
たつぷりと庭の落葉を埋め尽し来春ここに何を植ゑむか
文化の日アロマ広ごる昼下り夫とハーモニー「この街で」など
青空にたたなはるみね西山のもみぢばいづれ裾野を染めむ
直木賞の『ホテルローヤル』読み終へて冥土の土産と訪ぬ「夢殿」
籠り居て土曜ドラマの三時間「高倉健か」と夫も見る午後
史跡なる蛇井戸の水は乾ききり覆ふ草木に蛇の皮絡む
コロナ禍に毛谷明神拝みたり恙虫調伏祈願建立は万延元年
元日もあの人を思ひ朝化粧夫を送迎のバス運転手さん
貰ひたる柚子の香りの満ち満ちて温き冬至湯耳までつかる
久久に深山観音初詣八十五歳の無事を祈りぬ
文化財国指定なる観音堂船肘木柱仰ぎて見詰む
偶然に誕生日同じ法子様嬉しき縁に重ねて祈る
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し が

五十本書き親しみし筆供養「ヤハハエロー」の炎の中に
よ ごと
あらた
「ヤハハエロー」吉事少なき年惜しみ炎に祈る新吉事を
厨房のマイナス十度に氷花張りて包丁で割ればジュエリーアイス

古き家と共に老われ崩れてもよしと震度五強にしやがみこみゐる

新装の白鷹大橋渡りそむ厳かに見ゆ最上川の水
「塩釜つす」行商人の声のよしスーパーより高き平目を買ひぬ
蛇口より水出て当然と思ひきてマイナス十四度に湯まで凍結
ひな飾りコロナ禍なれど念入りに八十五歳のわれを祝ひぬ
コロナ禍の葬儀は悲し慈しみし子孫に会へぬ九十五の義姉

深呼吸ひとつして「医局に相談します」と言ひ終へぬうち電話切れたり

豪雪に春未だ遠きと思へども解けそむる雪に下萌えの見ゆ
左手に星空案内をかたく持ち「ひなまつり星」観る三月三日
コロナ禍の中に「桃華」持ち友の来ぬ積る話の湧く雛の前
「息子さんの医療ミスにて示談金」電話の声に溜息も出ず

事なきに済むといへども忘れ得ず詐欺にあはざりし五十九万三千円

時おかず息子と電話通じたり全く嘘の話と知りぬ
一夜明け朝刊読みまた驚きぬ同内容の詐欺事件載る
車寄せ運転席に仮眠する県道三八四山桜眩し
故郷の山の小道の荒れたれどかたくりの花われを迎ふる
春風に背を押され登る石段の徳楽明神ああ懐かしや
カサカサと紙擦る音に目覚むれば朝刊読む夫「グッドモーニング」と

明日よりは白衣の医師に戻る息子うこぎの切り和へたんと食べゆけ

水仙は昔ギリシャの山に咲き如何なる地を越え此処に来たるか

咲き残るほたるぶくろに蜂の来てとぼしき蜜を丹念に吸ふ

商店街の静かな日曜雨の日はコインランドリーだけくるくるまわる

黄色って何かやわらか暖かいオウバイ菜の花ヤマブキタンポポ
手をあげて走りたれども間に合わず後続バス待つ時間の長し
粉をふくほし芋われに堅すぎて歯の衰えの実感ありぬ
あしの芽はまばらに水の中に立ちさみどりに川の辺りをそむる
くもる眼は白内障と診断され担当女医の手術促す
ガス電気合併させて低料金うたい文句の誠にうまい
暫くの間使わぬ飯台の箍の緩めば水を張りおく
対策も緊急事態宣言も何回すれば終わるだろうか
沈丁花何ともいえぬいい香り鼻おしあててまた吸いこみぬ
箱の中に整列したるサクランボ価格の高さ人目をひきぬ

変異株に患者次々死者多く望みをかけるワクチン接種
酒のみは体の中をお酒にてアルコール消毒してると言い訳
滾る湯にレトルトカレー沈ませて手っとり早く昼食用意
暑き朝梅干一粒口にして今日も一日頑張れる気のす
注文のこない電話の静けさは何より怖い収入源に
新しい働き方はデジタルの技術の進展コストかけずに
この地球占領されてしまいたる新型コロナのウイルスのちから
受話器より女の声の聞こえ来て通信販売オペレーターか
片方の手袋枝にかけるまま待ち人来たらずぶらぶらゆれて
突然の雷鳴響きどしゃぶりに空気一変涼しさのくる
日に三度目薬を差す眼に入るよりも零るる方が多くて
暑き昼大汗流れ茹でたるにぺろっと食べちゃう半田そうめん
十代に歌声喫茶「灯」にうたいしロシア民謡楽しい思い出

胡瓜の葉三十七度に垂れさがる疲れきりし象の耳の如くに
日の出までピーマン胡瓜トマトを捥ぎ施肥土寄する至福の流れ
多年草多きわが庭暑い暑いと言ひゐるうちに秋の来てをり
今見ても新しき新聞の切り抜きを読みて断捨離しつつ暮れたり

おさ だ ひさ こ

長田久子 ☆ 東京都
目に見えぬコロナウイルスに恐怖せり剛健なる力士も感染休場
たばこやめ酒もきっぱりやめし夫肝臓手術後健康第一
この頃は昇り降りする階段の手すりが頼り助けられ居る
スーパーの間隔あけてバツ印その上に立ちレジ打ちを待つ
大雨の降ればバケツを庭に置き雨量計がわりの目安とし居る
指先の力の弱さ認知して料理バサミを杖ともおもう
眉引きも左右均等に描けなくて朝な朝なに少し苛立つ
勢いで言った言葉を反省し心の内でゴメンと呟く
ポンポンとすいかたたいて良い出来と八百屋のあるじ私に渡す
困惑の感染増のウイルス奴自粛すれども減らないコロナ
悠然と庭を横切る黒猫の太っちょ体ボスかもしれぬ
狗尾草と紅たでの花摘みとりて自然のままを投げ入れてみる
墨だけで絵と文字を描く絵手紙の濃淡うまく出せずに惑う
コマーシャル三十分以内は半額と急がせて釣るどの商品も
終息の願いをぎゅっと詰め込んで工芸品の「赤べこ」の干支
玄関ドアを開け放ちしばし換気する風の冷たく入り込む午後は
図書館の手指消毒ワンプッシュと制限守り軽くわれ押す

マンションの修繕工事大掛り網に覆われ暑く息苦し
コロナ禍で本祭り中止氏子らのアイデア手古舞のプリントシャツは

保母さんが手押し車に園児乗せ日陰捜しておろす気配り

お だ わられい こ

真似をして豆六十粒を挽き淹れるベートーヴェン生誕二百五十年

小田原禮子 福岡県
歩道側間口に網を張る花屋橘の鉢にホバリングの蝶
満月の神々しきを友と観る今年もメールでリモート月見
古希の年同窓会での宏子さん「禮ちやんの人生無駄がないね」と

干支色紙日本画家なる従兄弟より貰ふ鮮やかに牛跳ねてをり
注連飾り松千両を両脇に緑のドアに磁石で留めぬ
我が齢干支対照の表に見る百歳まであと四分の一
年明けをままごとのごとく十日過ぐ飾りと餅を御開きとする
鬼やらひ二月二日は百二十四年ぶりとや佳きことのあれ
夜来の雨上がりていちやうの群雀姿見えねどいつもの声す
沈丁花の香りのそばで立ち止まり買ひ物袋をゆくり持ち替ふ
覆面の如きマスクにおほはれて紅つけずして口角緩む
雨上がり三月陽気の光差す下校の子等のはしやぐ声過ぐ
去年は伸びに伸びゐたるこの枝垂れ梅剪定されて白壁に映ゆ
公園のクリスマスローズ皆開くうつむき加減がなほ神神し
ひさびさに鮮魚売り場に威勢の良き声聞き寿司酢一本を買ふ
福岡の標本木に五輪咲く頬の筋肉緩むを覚ゆ
桜五輪標本木に開けるをわれが自慢に思ふもをかし
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「休眠打破」早き開花を喜べど気候変動頭をよぎる
朝朝に花の色増す桜道マスク姿が足早に過ぐ
ござ敷きて昔愛でしはこのあたり「密」避け歩む粛粛として
黄砂来る霞にあらずたちまちに微粉降りきて夕日を隠す
着陸の態勢に入る左翼先沈む日を背に鉢伏の富士
蓮華草肥しに鋤きこむ前にして首飾りを今も編めるかと思ふ
ミツバチの役割分担密らしく風送る役大写しさる
「大走り」狭山新茶を呉るる兄遥か昔の母語り合ふ
仕立屋に仮縫ひに行き新茶誉め五年の我を母も笑ひき
終電のダイヤを戻し遅らすといふ知らせ夜の駅舎に見入る
福岡のスーヨー胡瓜長茄子の優しき旨さあらためて知る
その昔科学漫画の記憶あり宇宙旅行をニュースで観るとは
日暮れ前チューニングの如く蟬の鳴く沖縄県は梅雨明けと聞く
地下売場に除菌スプレーし無意識にもみ手をしつつ品定めする
極限の技の凝縮長く観る「時」の感覚伸縮しをり
大雨に命を守る行動をとれと呼びかく棒グラフ見せ
二年前入院したる姉の家飛び石八箇をあら草覆ふ
銀行の隣のビルの花壇にも暦のごとく彼岸花咲く
スーパーの棚のきな粉と酢売り切れ今日の料理の番組いかに
メロンのみ生ハムのみを食すより二つ同時の相乗効果
予約取るおせち料理の地下売り場今日は十月朔日にして
テレビにてコロナ感染グラフ見る今日も最小記録更新
補助輪の取れたばかりか三組が公園前の信号待てり
立ち待ちの月を見ながら歩道行く十階のビルに忽ち沈む

美容院目医者も近くに替ります遠くは難儀楽な近くに
いつのまにか歩く速度の衰えて気持下向きこれではイカン
人前で自粛の言葉にしばられて大きな声で話すはひかえめ
遅れいるワクチン接種にこころ急くまだかまだかと恋人待つ
よう
本が好き律儀まじめにつとめ終え家族ささえた父の思い出
スマホをも活用出来ぬ昭和生まれ時代は変化使えぬネット
うまきもの食して気力と活力得ん初物メロンは五月晴の日に
歩み来て深き紅色躑躅手にけだるき昼の光にとまどう
コロナ禍といえども枇杷は蜜の味梅雨の晴間に捥ぎ来て食めば
暑くなる前暇をみて今年また剪定鋏で木々の散髪
あじさいの悲鳴も聞こえ三節目剪りととのえて来年を待つ
この頃は会計するも器械にてわが札入れに小銭がたまる
家にいて熱中症をおそれつつコロナ自粛に顎の太りぬ
二回目のワクチン接種の副反応熱と頭痛に気は沈みゆく
長雨に大気の状態不安定怒りの空から豪雨がおそう
長く続く閉塞感に鬱深くコロナと豪雨の家居を嘆く
一人去り二人去りたる家族なら何を語らんさるすべりの花
ほてりたる体を冷やす素足での畳の感触今はなつかし
コスモスの花とたわむれ秋の日の植物公園に心をほぐす
コロナ禍にもう限界と思えども鬱の手前で孤立をふせぐ
若者の顔の識別あいまいに同じに見えてとまどう今日も
うたの欠片机上にあれど気力なく集中ならず言葉つなげず

かさおかふみ こ

ジェンダーギャップ一二一位に低くても怒りもせずに空を見ていた

笠岡文子 ☆ 広島県
この齢まで共に生き来て白内障淡く優しい目玉のなみだ
まぶしくて涙腺ゆるみサングラス使う貴方も私も白内障
手術には不安増せども世の中の未知の領域この目で見たい
重力に負けて少しく背はちぢむ骨と筋肉せめぎあう歳
杖をつく一歩が重い街路樹の桜紅葉の騒めきの下
幼子は初めて走り転ぶまで止まれないそして思考のめばゆ
ＭＲＩに四十分間切り刻まれ膝の痛みの映像くつきり
枯れ葉から両手ふり上げみどり色のカマキリ飛んだ突風生れて
わが行けぬ GoTo
トラベル帰れない燕の如く家に籠りぬ
頭上から希望の種がふりそそぐ初夢をみて丑年閑か
紫陽花は寒さに弱く襤褸のよう春待つ幹に赤芽の尖る
逢いたいなあ不要不急を胸奥にコロナ禍のなか中止やむなし
新築の家三軒に囲まれて築六十年の我が家ひっそり
鈍感な男の勝手ないいぐさは「十年早い」に言葉のみこむ
甘いもの中国料理肉料理好きなもの食べ苦しい胸焼け
何年も苦しんだ胸やけうそのよう食道炎正す薬にすっきり
だんだんと理解の力おとろえて新洗濯機の操作におたおた
オリンピックはコロナと経済に思案する日本の力を再び見せてよ

甲州街道で日の丸ふって見たマラソンアベベの走る五輪遥かに

桜咲き嬉しい一日空見れば雲一つない清き青空

こ ばやしてい こ

小 林 貞子 山形県
部屋深く西日差し入り忽ちにてのひら逸れて移ろひゆけり
大木になりて茂れる柿を伐り木に詫びをりぬ老い二人して
賜りし山のなめこの実の厚し酒煎りにして下ろしと和へむ
晩秋の蔵王のお釜を尋めゆけば門扉閉鎖にユーターンの列
坊平ゲレンデは草の急斜面ひとり占めして空を目指せり
雲間より立ちあらはれて飯豊嶺は初冠雪を被きて聳ゆ
師の君の遺せし画集手本とし拙き筆に色重ねたり
展示の絵リボン添へられ晴れがまし銀座の会場夫と廻りて
幾度も老眼鏡を誂へて今は手ぶれの線の切れ切れ
農継がぬ里のおとうと古希ちかく明るき居間に猫と寛ぐ
小春日の静けき森に藪柑子あかあかとして円ら実ひとつ
コマーシャル不気味なダンス度し難くピアノを売れと男の嬌声
いもうとは法事の父と行きしとふ何時しか疎遠の篁の家
帰省子は楽しき語らひ切りあげて荷物を車に運びはじめぬ
朝毎の除雪車の置く雪塊の始末をせむといやいやに起く
炎天に籠りて読みし三国志序より篇外余禄まであり
若きころ筋追ふのみの三国志いま彼の国の人らを思ふ
腰沈め腕を伸ばしてみぎひだり魂慰めの田舎の踊り
着膨れの体の張りを解さむと古き踊りを真似て厨辺
いしくなぎ一羽飛びゐる風除室アサリナの葉に春を違へて
いしくなぎ玻璃戸の開くを見澄まして雪の外の面へすいと飛び去る

「この選挙盗まれた」との言回し正義を盗む人らの喚き
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二十年経ちし砂丘は濃緑の若松林に戻りてあらむ
下洗ひ済ませた牡蠣と山椒の実と根生姜を酒煎りにする
につめたる汁を絡ませ作り置く牡蠣の旨煮はぷくりと丸し
部屋内へ春闌けるがに陽のさしてけふ甘やかな桜草の香
異分子を目立たぬやうに排除せよ「大規模流血は避けよ」の裏側

羊毛の靴敷き野生を誘ふらしこねこ無邪気に噛みては叩く
籠り居に身の肥えたるを思ひつつ春の彼岸の小豆を炊ぐ
ドラマにて「花や今宵の」忠度を演じし坂東吉弥なつかし
世界地図エアコン暦スタンドの影は上より白みて夜明け
帰省子が新たにセットアップしてパソコンの立ち上がり速しも
岩床に球状閃緑岩の見ゆ沢の流れを淀ませながら
雪深き奥津城を出て蔵王嶺を見霽かす地に友安らけし
望月の今宵は零下十四度きさらぎ末の雪影あをし
雪裂けの枝に手当を施せばあまた生りたる青き桃の実
菜を詰め行きては戻るタッパーの身と蓋のなす不協和音
あいこ独活うるいの畑は旬を過ぐアスパラのみがもて囃されて
ゐのししの頭の幅の大穴に百合の鱗茎かげを留めず
さあどうぞ底光る眼に強ひられて含む駄菓子の抹香の味
皮剥きが面倒なのと言ひながら受け取る蕗の香りを吸ひぬ
今日よりは夏の折返しと言ふを心急かるる思ひに聞きぬ
母植ゑし白玉椿の葉の全て茶毒蛾の毛虫に喰はれたり
畑より遊び心に手を振れば小く巡りてヘリコプター行く
花結び連なる籠に仕上げむと目打握りてひも捌きをり
盆近く供花の手入れをなさむとや妣倒れゐし仏壇の前

寒竹に編みたる籠の中に置く柿みかんりんご季節色どる
四歳の孫とかくれんぼ「ばあちゃんここよ」と何度も呼べど
見つけてくれず
着物畳む折目のような性格の友の折り紙一ミリも狂わず
鬼柚子のたわわなる友の庭先に皇帝ダリアの雄大な姿
ヨガ教室は暖房入れて窓開くマスクに冷たい風の身に沁む
デパートにクリスマスソング流れいてコロナ禍忘れ心でスキップ

気づき事後回しにする悪い癖寒さ和らぐ日厨掃除す
灰色の空にて冷える朝二人白菊をもち義父の墓参す
大き籠に杉の枯葉を拾い集めし思い出詰まる故郷の空き家
気の合わぬ二匹の猫もこの寒さ炬燵に這入り頭寄せ合う
池の隅に頭を背に載せ石のように並びいたる鴨足音に動く
真新しき国旗日の丸珍しく車窓から見る田舎の一軒
森林の大木切られ困る生き物老人ホーム建設される
生き物は破壊されたる山々の食物居場所にレッドカード出す
木蓮は彼岸の最中六弁咲く白さ際立つ大木見上ぐ
ヨガ教室の窓から入る冷たい風「禁煙」の張り紙パタパタ揺らす
四国の友四ヶ月入院に二〇〇メートル杖なく歩くとラインの知らせ

貸しボート浮く千波湖の噴水が孔雀のように左右広がる
風もなく今日の気温は十八度草引く庭に青蛙跳ぶ
娘の着る襦袢の衿を付け替えて五歳の孫の七五三待つ
レジに立つ七十過ぎの女の人笑顔さわやかてきぱき対応
一日に水茶珈琲二リットル飲みて二十分散歩の認知症予防
石蕗のつんと伸びたる青茎を夕餉の膳の一品にする

妣の服すべて鋏で切り裂かれ意識の非ず救急室に
六人の娘ありても下の世話させずに逝きしその三日のち
ひたすらに花結びの目を編みてゆく心急かるるものより逃れ
上弦の月は南へ低く冴え明日海の日土用に入る日
葉を喰はれ枝のみとなる木の強し椿山茶花に新芽萌え立つ
良き時に種蒔きたるよ雨受けて双葉の揃ふ大根二列
畦道に刈られたる後なほ出でて丈低きまま野菊咲きたり
唐突に夏は終りを告げるらし処暑より早く長袖出しぬ
仕上げたる手提げの中に縫ひ付けむ煉瓦の色の古布の巾着
前は脛布と言ひしを今はウオーマー腓返りの予防に着けぬ
冷涼の日日の昼餉は熱き麺高校野球をテレビに見つつ
ガラス越し背けたる目のその角の苦き光を見てしまひたり
筋雲に紛るる昼の小き月あえかに透きて弦の直ぐなり
栗鼠どちは深山の洞へ籠るらむ今年胡桃を多に拾ひぬ
花残る青紫蘇の実を扱きとりて胡桃ふりかけ作る楽しみ

こ まつざき

小松﨑ちより ☆ 茨城県
庭先の木の根本には亡き犬をつなぎし金具がぽつんと残る
急激に冷えたるひと日雨降りて窓の外には杜鵑草咲く
夜十時に夫を迎えに駅へ行く運転には眩しくサングラスかける
早朝に川を流れくる白き物犬の亡骸に二人絶句す
朝八時の通勤の車混み合いてのろのろ運転に病院到着
手術終え視力回復せる夫と紅葉仰ぎ朝の散歩す

毎日の二十分散歩の後に飲む小さき水筒一気飲みにて
子らに送るクインシーメロン高値なり我の食すは値下がりの後
自転車の紙芝居おじさん鈴鳴らし水飴一〇〇円子らの小さき頃
午後からは甥を預かり仕事に行く姉に大泣きをされし思い出
メダリストの手に持つトルコキキョウは復興の証福島育ち
黄の幼虫ミニトマト食いむくむくと育ち脱皮の時は間近し
色かたち土竜のような雲を見る明日の天気は台風予報
二回目のワクチン摂取に熱の出て窓から眺めるトマトの色づき
オリンピックの男子バレーの実況に「もう一点あと一点」と
拳を握る
池の鴨桜の咲く頃姿なく蟬鳴く聞けば十二羽戻る
手の平に乗るほどたりし迷い猫もりもり食いて七・五キロ
南高梅で作りし梅干し塩加減よくて梅雨明けの暑さに食す
十二パーセントの甘味もちたる大粒の巨峰作るは八十六の夫妻
郵便局の配達のひと縁側で嫗と笑顔で茶を少し飲む

さ とうよし こ

み ゆき

佐藤幸子 山形県
思ひ出の風景訪ぬる自転車旅の番組はコロナ禍の中を走りぬ
火野正平団密避けつつ三陸路海見ゆる丘にハンバーグ食む
震災の後に植ゑたる柿若木枝しならせて紅き実揺らす
雨水に足りなき時は水道水塩素抜きして目高に与ふ
針子たる目高そだちて青白き幹之となりぬほんの少し前

赤き実に緑を残す蝮草頭をもたぐ暗き谷筋

その茎はさながら蝮の腹のやう縞の模様が斜めにありぬ
真向ひの土手にも二本蝮草種を運ぶは鳥か獣か
白石加代子「百物語」の朗読劇引き込まれ行く語りのなかに
愛らしき主婦強盗団の人殺し狂気漂ふ加代子の語り
笑ひつつ聞き入る少年の「おさる日記」終はりの落ちに又迷はされ

老女と化す仕草の見事座り込み身体揺らしつ「箪笥」のはなし
草鞋履くその足元は真白にてこの秋初の子等の獅子舞
かさこその音を聞かむとプラタナスの枯葉の上をスニーカーで歩く

睡眠負債抱へる吾に待つた無し茄子や胡瓜は一夜でおがる
五年前に訪ねし岐阜県白川郷の民家に迫る暴れ水の映像
郊外には新興住宅建ち並び静まり返る酒屋の通り
淡々と夏が過ぎゆく送り盆背に熊蟬のこゑ時雨ふる
瞬間に山河の上を風に乗りタイムスリップ学校の庭
次々と開花の続く琉球朝顔彼岸を過ぎて猶赤味増す
僅かばかりの蔓を伸ばして朝顔が一つ咲きをり九月の末に
蛞蝓の口は何処か白菜の柔らかき苗一夜に食はる

み空より降り来るやうに垂れたる桜の下にて深きため息
垂れ桜咲き持ち上ぐる辛夷の花雨風来るなと今日を祈れり
玻璃戸越しこぼるる如しと見る桜病院の待合午後三時すぎ
春霞み纏ひて朝の時計台ときを奏でる手を振るやうに
検査室に伏しゐる夫より離れ来て一人目を閉づ待合室に
胆石は内視鏡手術に処理されてその八粒は腸に流さる
病室に入れぬコロナ禍の対応に眠れる夫を廊下に見守る
帰るさに桜吹雪を受けながら夫の病室の五階を見上ぐ
都会人となりし従兄の新妻は白きケープに髪をすきゐき
長き髪巻きて留めたる髪どめは鼈甲なりや茶に透けてゐき
山の中の家を壊して虹鱒の池としたるは四十年前
人足の作業で刈りたる夏草の乾ける匂ひす今朝の通ひ路
蚊取り線香の匂ひを満たし両手足伸ばしてゐたり午前零時すぎ
朝々の散歩道にて擦れ違ふときにいつも目を反す人あり
障子戸を閉め忘れたる家の窓に真夜中の眼が潜む気のせり

スポーツや歴史の解説は舌を巻くも関はり持てる仕事はあらず
帰省したる娘に頼む背中掻き至福の時よ「ああもう少し右」
帰省できぬ子供と孫に三升の味噌餅作る一日かけて
靴先に転げて遊ぶ雪の玉何処へ行かうか今日の昼散歩
昨夜来の凍雨纏ひて薔薇の枝棘ももらさず日に光り居り
早朝に除雪車の音響き来る吹雪の中を灯り煌々と
節分ける吹雪と思ひ耐ふる一夜大雪コロナ東北は春待ち
「蜜入りの美しい林檎ありがたう」電話に義姉の声弾みゐき
コーヒーを持ちて向かふはパソコンの国税庁確定申告の窓口
老人の僅かな個人年金の特別控除を政府は作らず
雨音かと覚むればときを刻む音夜ふけの窓に淡き月影
月明かりの中に覚めたる午前二時あたりか犬の遠吠え聞こゆ
頭殿の山の木の根も開くらし鳶緩やかに中空を舞ふ
背戸の奥さやさや聞くは雪解水枯れ葉の路に日差しやはらぐ
夢の中の娘は童姿にて抱き寄すれども我の目を見ず
朝刊の小見出しを読む夫の声聞きつつ今朝の味噌汁を注ぐ

十二歳のわれら団栗ひろひ桑の木の皮を剥き学校に供出したり
条幅紙のばし撫でつつゐる時に書きある墨の文字鶯啼けり
勝男君は三男坊自衛隊に入りしつかり物言ふ人となりたり

八月のテレビ特番の戦争よ知る事多く胸いたみ来ぬ
隣家に今年も咲き覆ふ猿すべり娘たち並び見上げてゐたり
Ｂ に家焼かれし夜葡萄棚の下に蒲団かぶり父と温まりき
気楽に暮らせるのは働き者の父のおかげと話し娘は合掌したり

父上が南の島で戦死され友は誰にも負けないやう勉強したと言ひぬ

友人の男性たちは世の為に活躍してゐて感激したり
七月の山は寒くて火をともし眠り未明に出て山頂に着く
出できたる古写真にはわが回りに子等遊び昨日の如き生活
朝の窓の外は台風の先ぶれか露いだく草の葉風に揺れをり
友の家の経営の高校が勝利して話したけれど友は病む人

春夫君は刑事になりわれ等を警視庁に案内して黒板に歓迎と書く

手作りを旨とする生活ヨーグルトジャム味噌バジルのドレッシング

蛞蝓の死は瞬間の成仏刑わが長靴のひと踏み潰し
押し切りで藁を切りつつ脳過るギロチンといふ刑の有りしを
新米の香りと味のハーモニー病癒えたる夫とあぢはふ

さ やまみつ え

佐山光江 神奈川県
夕暮れの地下鉄の乗客全員マスク役目果す顔真剣なる顔
台風の遠く過ぎたる朝の庭紅白の水引草光に背伸びす
二ヶ月分一緒に届く書の手本を違へぬやうに仕舞ふ出品券は
鳥のため実のなき柿の枝紅葉して葉のはしけやし丸きその実は
春一番梅咲きし家毀されて更地に駐車場の白線を引く
供へたる鏡餅に生け花添へ整ふる床の間に出でよ男性の影
歳晩に来たる植木屋が枝葉払ふを向かひをゆく人見ながら通る
ことし限りの賀状二三枚仕舞ひおくべきか文箱の底にをさめて
陸橋の上より子等の電車見る運転士がお返しの警笛ならす
子等集はずゆるやかなる新年迎ふるは久しぶりなり父母に感謝す

今は施設に居る友病む友世にありて誰とも逢へず語れずなりぬ
幼き日のおやつ砂糖菓子一缶なり店主のために買ひたり父は
母なき後われ等育てし祖母を父は大切にせよと話してをりぬ
朝の窓のちかくに満開の辛夷あり母の歌ひし真白き花なり
アガパンサス彼岸花咲く窓の下娘埋めたる種の花待つ
外人墓地に花は散り枝先に青葉伸び山は緑に染まりてゐたり
曇り日の庭にたちたるデンドロビウム造花教室に名を覚えたり

教室に学ぶ造花はコサージュにして胸に付け帰りぬわれは

須藤紀子 埼玉県
澄み渡る秋晴れの朝の西空に月齢二十日の月白くあり
枯野には野薊の紅際立ちて小さき花虻蜜求めをり
落葉の吹き流されてゆく中に紛れてひとつ枯れ色の鳥
舗装路に何啄むか烏二羽近づく車をのろのろ避ける
それぞれが部屋に籠りて静もれば犬も己の箱に眠りぬ
退院し通院治療となる兄は柿持ちくるる柿好きの吾に
富有柿と百目柿の間行き来して電車遊びをしてくれし兄

す とうのり こ
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買ひたるに未だ植ゑ付けせぬままのパンジーに詫びて今日は水やる

花あまた付けたるままに根元より皇帝ダリア切り捨ててあり
流星の多く飛ぶ夜と聞きたれど冴え渡る空に動く影なし
片翼を下げ緩やかに弧を描きいつもの三機いづこに帰る
片言の日本語かくも丁寧にウエイターの青年ほほゑみの声
ドリンクのコーナーに来て声高に話す女性らマスクもせずに
葉の落ちた桐の大樹の高枝に鳥の巣のあり半ばこはれて
大量の柚子は畑に捨てられて黄金の山を冬日が照らす
霜さへも降らざるほどに乾ききる関東平野にいつ雨は来る
毘沙門の講に今年は人少なく祈願の護摩木も早燃え尽きぬ
髪を染めパーマをかけて身繕ひ心の張りを保つよすがに
茹で卵と握り飯にて昼とする小学校の遠足めきて
執拗に店員を責める老人の来し方と今を思ひてみたり
開店を待ちたる如く斑猫は引き戸に向きて微動だにせず
ただ一つ残れる柿を目白二羽つつきてをれば鵯が追ふ
つつきては辺り窺ふ鵯は最後の柿をわが物として
なだらかなる斜面に墓の数基あり穏やかなりしかこの地に生きて

帽子にマスク着けたる人の行き交ひて安心なれど怪しくもあり

刈田より飛び立つ鷺は音もなく中州に降りて暫し佇む
強風と花粉の中に眠る犬時折小さきくしやみの聞こゆ
蕗の薹掘りては呉るる弟と生家の畑に語らひ歩く
ばね指になりて屈伸儘ならぬ手指は吾に休息迫る
暴力と悲しみ満つるこの世界降る花びらに埋め尽くしたし
道々に野いちごの白く咲きてありその実甘きを舌に知りをり

会へぬまま叔母亡くなりてコロナ禍の時代の恨み為す術もなく
感情の赴くままに群がりてネットの沼に人飲まれゆく
もう六日雨降り続き鳥鳴かず蝉の声のみ鳴る我が耳に
長雨に洗濯物も出さざればテラスの軒に大き蜂の巣
開くれば文字際限もなく流れ来るツイッターは毒と思ひつつ
また見る
ワクチンの陰謀論を説くメール疎ましと思ふ友からなれど
その下に獲物がゐるか鳶四羽草はらの上を旋回続く
鳶の群れ去れば忽ち鴉らの寄り集まりて暫し騒げり
烏瓜の蔓は岸辺の竹を這ひ簾となりて川面を隠す
リードつく犬は追つては来ぬことをよく知る猫は道に寝そべる

たていしせつ こ

立石節子 ☆ 東京都
療養中に日ごと体温測りしをコロナ禍の中思い出しつつ
礼拝堂にパイプオルガン響きたり静かに歌う神への賛美
自室へのライブ礼拝配信に声張り上げて讃美歌うたう
年だなあ原稿締め切り気になりて会議の時を忘れてしまう
あたたかく柔らな絹のマフラーは歌友の母の形見なりけり
ピアノ弾く五歳と小五と母親の発表会は笑顔泣き顔
近隣へ別れの礼に回りつつ言い得ぬ感謝まどろこしくて
結婚して家持つまいと思いしに意志弱くして家持ちとなる
鏡台に結婚指輪置き忘れ解体業者の産廃となる
日に一度の散歩の範囲に夫の墓加えて詫びと感謝を捧ぐ

母と見し桜の名所訪れることなくなりて五年目の春
折節に母の歌集を繙けば幼き吾に注ぐ愛あり
似合ひさう言葉と共に白薔薇の枝切りくるる薔薇作る人
片手にでも塗つて見ればと子の勧むる新色のネイル「朝顔の色」
この猫を探してゐますの張り紙によく似る猫が目の前を過ぐ
おやすみと声をかければ足元の犬もごとりと音返しくる
休みつつゆつくり歩む老人と連れ立つ犬も老いたるらしも
一団の雀激しく鳴き騒ぎ燕を軒に寄せまいとする
燕はや諦めたるか雀らは軒に跳ねつつ巣を壊しをり
大方を鹿に食はれて少なきを兄は言ひつつ筍呉るる
低空を来る飛行機を指させば我が頭上にて翼振りたり
ワクチンは決してうつなと言ふ人に迷ひはあれど我うつと告ぐ
うつうたぬただそれだけの事なれど気まづきものの残る寂しさ
五月雨の末の豪雨の災害をかたへに見つつ五輪近づく
烏瓜植ゑて六年待ち続け今年初めて花は咲きたり
好まれて色紙に残る母の歌烏瓜詠めるを子等は諳んず
生ぬるく湿る空気を貫きてピューと鋭きアヲゲラの声
木蓮の繁みの中に潜みをりし雉鳩は十日の後には居らず
コロナワクチン副反応に寝込みをれば犬も一日眠り暮らしぬ
葉の陰に三十五センチの胡瓜あり被写体として日の目を見たり
脳天に響くほどにも濃き緑茶飲まねば気圧に負けさうな午後
輸入鰻の品質褒める記事読みて食せば旨し違ひ知らねど
落蝉を捕りたき犬と阻む我朝の攻防いま暫くは
液晶の割れて一部が黒塗りのテレビに五輪映す気はなく

ペニシリンショックの恐怖未だありコロナワクチン打つを躊躇す

紅梅の開かむとする勢いも遠慮がちなる春の先駆け
友人に聞かされ続けし孫自慢納得したり同居をすれば
転居して二ヶ月過ぎぬ段ボール類新たな部屋を占拠し続く
新しく使い勝手の良い厨房働きすぎて右腕痛く
この冬の汚れを落とすクリーニング繕いて出す来冬のため
一階二階息子夫婦と別に住み zoom
会議はハウリングせず
にぎやかに息子一家と同居して一人住まいの静けさ恋し
書斎にて寝起き飲食二週間息子のコロナ陰性なり
転居して歌友の住まいも近くなり段ボールある部屋に過ごせり
歌友呼び桜並木に語り合う話題あれこれ飛びに飛びたり
長年の食事の支度は一人分五人となり腕の筋肉痛む
昼日中ふるさと村の古民家に行き交う人なく水車の音のみ
窓を開けスマホする人眠る人平和な午後の車内風景
社中展弟子に譲りて二十年コロナ禍の中見学者あり
幼子が我を相手に野球する球はふうせんバットは紙筒
東方に入道雲の湧き出でて西の空から黒雲が追う
切実に足の弱るを自覚して散歩に行くよう我を促す
用のない外出拒む身と心健康維持を目的として
勇気出しコロナワクチン打つわれは自由の体になりたき一心
散歩せず寝床に入りてストレッチ今日は雨にてひと日籠りぬ
あれこれと悩み多きをふりかえり信仰薄く生きて来たわれ
門前に「善き行いはためらわず」若き僧侶の肉筆らしも
教え子は入院拒否し最後まで自宅での死を望みたりしが
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ウイルスはメールにも潜み進化せりコロナウイルスの防備も難し

教え子のその夫からのメールには入院したと予期せぬ知らせ
教え子の若き身は癌と闘いて勝ち目なきこと知りいたるらし
銀座から六本木へと書道展梯子しつつもコロナを恐る
丹念に過去の助動詞「し」を挙げて安易に選ぶことを戒む
何故なのか食事おいしく元気あり体重のみが下がり止まらず
書道展コロナのゆえに会場も大から小へ客も少なし
新しき庭に菊なく買い求め重陽の日に洗面台へ
雲流れ紫陽花枯れて雨ばかりコロナ感染者減りゆく日々に
しゅちゅうのせん
掛額の力強くて肉太に酒中仙の文字ある蕎麦屋
市主催のフレイル予防のストレッチ参加し始め友生まれたり
転居して十ヶ月にて友ができ電話番号知らせ合う仲

たに だ りつ こ

もってのほかは食べられる菊黄の花つみ花びら一枚もおろそかにせず

谷田律子 ☆ 栃木県
人参は三日漬けやっと味が出るきゅうりは一日糠漬け管理
畑のゴミ燃やしても良しと回覧あり冬の準備に残骸燃やす
作物にいたずらをする蝸牛きらわれるクモは害虫を食う
害虫を捕食しくるるクモのため白詰草を植えて保護する
少しでも若く見られたし額のシワ寝る時いつもセロテープ張る
ボルボの人飛ばし過ぎずに安全に過信の運転助手席気づかう
午前五時ヒーターの前に並ぶ猫うす暗のなか畑に初霜
先輩の歌読みふける雨の夜どうにもならず我の未熟は

暑さゆえ畑に出むく気になれず気づけば胡瓜の五本ふとぶと
表通りに三日三晩夜つゆにあてる梅が気になりて何度も目覚む
一人暮らし話す人なく猫との会話声のつまりを気にしつつ過ぐ
めずらしく絵筆を取りてスマホのケースに自己流のデザイン
着色をする
牡丹の葉秋も待たずに枯れはじむ来年咲いてと礼肥施す
彼岸前気温の下りて寒きほど夏掛けの上に毛布重ねる
空腹をスープとパスタにて満たし昼寝の後はなおケーキとす
郵便物遅配に気をもみつのる不満届いた苗木にホッと一息
桜木にあまたつくアメリカシロヒトリ畑の作物食い荒らしおり
秋日和畑に積った桜の枯葉毎日集めて堆肥を作る

つかもとせつ こ

開店の「晴れパン」の名に惹かれ来て藍ののぼりにその香り読む

塚本節子 ☆ 茨城県
デイケアの迎え車を待つ間にも庭草引きし母想う今朝
賑やかに七日間すぎリビングに小さなボールひとつ残れり
家の側の県道開通間近なり白線めだつ夕べになれば
玄関の灯に照らさるる柚子みかん吾の帰りを待ち居たるがに
生垣に朝陽を浴びてからみつく西洋朝顔のピンクの花が
我が歌の初めて載りたる冬雷誌十二月号開きて嬉し
すずかけの葉の落ちきりて実のあらわ街路樹の冬間近に感ず
初めてのゆず味噌づくり甘辛味よく出でて朝のパンにも合いぬ

目白待つ夫は餌台作れども鵯ばかりみかん啄む

自家製の里芋入れたるケンチン汁しばらくぶりにみそ仕立てする
手のひらのシワ柔らかくうす赤し風呂上がりのわが手の頼もしく

足の手術延ばし延ばしてコロナ禍の中を東京女子医大病院に向かう

着物でもせめて着ようと思いたちコロナ禍の中の少しはなやぎ
カミナリの音におびゆる猫達が机の下でおとなしく寝る
寒中に畑草取りにて髪乱る赤城おろしの空っ風の中
待ちに待った傘のマークの並びいて明日の朝こそ本降りとなれ
チドリ草きんぎょ草など春を待ち霜にも負けず新芽をふきぬ
包丁を初めて研いだ感触がザラザラとして切れ味試す
カランコエ黄色の花が好きという友に挿し芽をして送りたり
肥後椿大きな花芯を開ききり嫁は故郷をなつかしみ居る
人生の重みに気づく年頃を不安に思う孫への思い
男とは狩人のまま成長し羊のごとく終わるものかも
木蔭にて風さわやかにやわらかし草むしりの手休めてうるおう
八十で二十本健在の歯は軽き歯槽膿漏と診断さる

野萱草蕾をゆでて春の香を有田の器にのせて食せり
虫歯二本歯茎の出血歯槽膿漏甲状腺ガン一度に病む日々
麦なでしこ枯れて束ねて種を取る来年の花見る楽しみに
春は花今は大きな桜の木下の芝生にテーブルとイス
うきつりぼく
水遣りを忘れて鉢の浮釣木みじめにしぼみ梅雨の雨待つ
豊作のキュウリをあげて花もらい梅雨のひととき立話する
梅雨に入り南高梅の大豊作今年初めて九キロ収穫
帰りぎわ落ちたる梅の実勿体ないと拾いて一キロ姉持ち帰る
断捨離の後の清々しい部屋に観葉植物パキラとクロトン

二歳なる孫の動画の童謡を見つつ聞きつつ吾は歌詠む
寒風に雨まじる夜半従姉妹よりその子の逝くと聞きて眠れず
辛丑と牛の絵を描くチョコレート貰いて嬉し吾が干支六回
掘り起こす菊芋ゴロゴロ連なりて土の内にて大きく育つ
菊芋をきんぴらに煮て好きなりし父に供えて安堵の夕べ
庭隅のふきの薹ふたつ摘み取りぬ寒さの残る立春の朝
庭に摘む蕗の薹ふくらみはじめ居て夕餉ひとりの天ぷらとせん
末の息子ロンドンへ発つ朝の時刻迫り部屋のなか我うろうろす
息子からロンドン着のメール有りわれも安堵の眠りに就きぬ
梅とつばき青空も撮り花談義術後の夫とスマホ通して
次々に手術終りて呼び出さるわが呼ばるるは最後となりぬ
手術終えあまたの管にて繋がるるＩＣＵの夫見守りぬ
馬鈴薯のたね男爵品切れにて初めて植うるは「インカのめざめ」と

九千キロ余隔たるロンドン時差九時間もライン数秒この便利さよ

あとを継ぐ者無き分家の墓洗う彼岸に集いし伯母を偲びつ
コロナ禍の中に盆栽人気有りわれも一鉢八重の桜を

八重のさくら花漬けに初めて挑戦すスマホのレシピに祝い日を待つ

寂聴の「青空説法」日めくり暦にありて「くよくよするな」
とはげます
先祖より受け継がれたる米づくり委託にあたり亡き父思う
農機具の処分先など相談す想いの残る子別れのごと
友宅にぼたん桜の開き初め塩漬け用と枝折りくれる
白つめ草の四つ葉探して畦道を病後の試歩の夫と行きたり
夫も吾も四つ葉をふたつ見つけたり元気をもらう白つめ草に
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小綬鶏の親子連れらし嘴の先に大きく獲物揺らして
蟻の穴の引越し始む白き卵ささげ持つ列絶ゆることなし
予定通り始めたる今日の草むしり夕餉の刻の疾うに過ぎおり
我が背丈越えて伸びいる畑の草機械にて刈る音震わせて
二歳の孫の喜ぶ顔など想像しパン焼き講座の抽選当たる
雷の音に目覚めて寝つかれず朝刊を待つ午前二時過ぎ
子育ての浅間神社祭りの日来るたび想う母の饅頭
手作りの饅頭にわれも挑むべく母の手順を思い出し居る
一つずつ丸くのばして餡を包む形ばらばら大小ありて
ようやくに蒸し器に並べ十分間そわそわ待てり蒸しあがるまで
湯気上がる蒸し器の中の大小の饅頭ふっくら仕上がりたりぬ
出来たてのふたつを父母に供えつつ遺影の母の目と目の合えり
茄子に胡瓜さつま芋を掘り茗荷摘む天ぷらを揚げて息子に持たす
家の前の県道には白き文字太く「横断者注意」と書かれていたり

田舎道なれどこの頃県外のナンバー多し爆音高く
夫の通院治療の済みて安堵する金木犀の香風に運ばる
丹沢栗と利平栗ありポロタンも栗の実拾う雨あがりの朝
拾えども拾えどもなお栗の落つ袋に十キロ自転車に積む
道すがら会う知り合いに栗を分く「今年初ものよ」の笑顔返りて

み

ち

こ

丹沢栗ことし初めて茹でるとき使う皮剥き鋏の「クリクリ坊主」

つ だ

津田美知子 岩手県
豚肉とキャベツを使ふ献立はスマホ頼りの回鍋肉とす

大地震の不安に駆られ備へ置く食料品とガソリンと電池
ひろ み
娘 の 名「 さ く ら に し た ら 」 と わ が 言 へ ば 小 声 の 夫 は「 裕 美
にしたぞ」と
娘裕美は重度の障害持ちつつも精一杯の九年の命
現金を使はぬわれはカード出す手袋の女言葉無く受く

「夕食は何が食べたい」と夫に問ふ「何でも良い」と返され悩む

ま

も

財布には病院また病院スーパーとレシートあれば出してめくりぬ

地球には悪しき微生物の数多あり人の知恵もても太刀打ち出来ぬか

柱にはリズム時計が曲流す二十数年我が家見守りて
朝日受け椿の紅のあざやかに春の一日の始まりの時
合鴨が二羽放たれて啄むは田の草を食ふ役目知るらし
老い母は職業婦人と言はれ来ぬ急ぐことなかれ亡父のもとへ
肺を病み聞きし事なき病名を告げられて夫は禁煙決意
早朝に雲丹を獲りゐる白髪の人身をのり出して長竿に突く
手帳には日々の行動書き記すことあらばすぐに辿れるやうに
流行りやまひ収束の後やりたきこと行きたき所思ひ巡らす
一斉にヒグラシの鳴く季となり目覚まし要らず定刻の五時
秀衡の棺より出でし蓮の種八百年経て花咲かせをり
碁石岬の断崖に立ち海風を受ければふはり飛び上がれさう
処暑過ぎに秋を思はす風の吹く白のコスモス咲き初むる午後
紫陽花の盛り過ぎたる傍らにこれ見よがしに白百合の咲く
鹿鳴くこゑいつもと違ふと見てをれば八頭現れ朝の草食む
パソコンやスマホの機能のどれくらゐ便利と思ひ使ひゐるか吾
我が子にも孫にも会へず二年過ぐ見えぬコロナに翻弄されつつ

凸凹の水平線を凝視せり嵐の後は真つ直ぐならず
安売りの札に食ひつき予定変へサンマを焼きて里芋を煮る
母の爪重ねた労苦か厚めにて私の爪は画用紙がほど
鈍角に冬陽差し込む仏壇に笑むやうに座す釈迦像のあり
たんぽぽの短き茎に花のつき十二月初めの雪降り積る
新雪を吾より先に踏み歩き烏の三又の足跡続く
古稀同士思ひ出しつつ童唄ふたり合はせてやうやう歌ふ
子供等の鞠つきお手玉の遊び唄時代移りて久しく聞かぬ
子供等の作りてうたふ遊び唄隣の地区と微妙に違ふ
ママの手はしつかり握る幼子と凍てつく道を踏みしめて行く
アラームは洗濯終はりかストーブか便利の生む音あちこち探す
小瓶の菓子は修学旅行の土産なり封を切れずに仏壇に供ふ
兄造りしりんごの木箱の轌遊び吾も乗りたる情景浮かぶ
五十キロの大型タイヤ起こせずに「俺も年だなあ」と夫言ふ
コロナ禍に音せぬ冬の独り居の枯れ葉舞ふ音家軋む音
森の木の根の廻りのみ雪解けて大小の窪みあり立つ冬の木々
薬局も病状問ひて励まし呉れ義母の顔には笑みの戻りぬ
彼岸花日あたり良き地に植ゑたるに北国ゆゑに雪の降り積む
目の覚めていまだに夫の帰り来ず北斗七星窓に消えても
デイサービスの運転手だと過ぎて気づく私服姿の笑顔の人は
コロナ禍の長蛇の列を較べ見て早さうなレジ選びて並ぶ
三車線の運転はつい力入りて夫に悟られまいと装ふ
モールス信号今も覚えゐてＳＯＳ役立つ時のあるやもと父は
海沿ひの街並み全て流されて新たな区画よその町のやう

サプリメント身体に良いとＣＭのあれこれ飲めば長生きするや

ドドドドとしけたる海の聞こえ来て大工場の稼働せるごと

インターホンに「はい」と出たれば府中署の刑事を名乗る男が映る

のたきひであき 東京都
稲架の上に翅を休むる秋あかねその翅染めて夕陽傾く
中国の統治であれど西域の民はウイグル・イスラム教徒
遠き日の西域の旅想ふとき今も聞こゆる熱きアザーン
直木賞「少年と犬」読み耽る真夜のベッドの昏き灯の下
「真実は冷たく嘘は温かし」本の言葉を噛みしめ眠る

はやぶさ２の持ち帰りたる玉手箱開ければガスとりゆうぐうの砂

「詐欺被害防止の為のお話を」レンズに手帳を翳す刑事は
門口に問答済みて警察の指導済なるシールを貼らる
次見らるるは三十八年後ならしハロウィン満月青き満月
宅配のごとく地球に荷を置きてはやぶさ２は次の宇宙へ
心無き棒読み台詞に終始する総理主演の国会劇場
コロナ禍に首都東京を旅立つは後ろめたきよＧＯＴＯトラベル
マスクして「宇奈月黒部」の駅を出づ迎へのバスに乗るは八人
宇奈月の川の畔の宿に入るコロナ感染三波伝ふ日
文人の数多泊れる宿ならしたとへば夢二たとへば晶子
湯上りを大き鏡に映したる七十八の裸体 いやはや
くねくねと黒部峡谷上りゆくトロッコ電車の悲鳴は絶えず
もみぢ濃き欅平をもとほればぽつりぽつりと雨の降りくる
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シヤウト

じゆんこ

パソコンで調べたるレシピ横に置き玉ねぎ刻む老いたる夫
短冊にコロナ終はれと書き記し祈る思いで笹の葉に結ぶ
門前に咲き乱れたる萩の花いづこの寺か思ひ浮かばぬ
何気なく花器に挿したる一輪の桔梗に初秋の山を思ひぬ

ワクチンの接種終はれど何ごとも変はらぬままに日々が過ぎゆく

炎天下堤に沿ひて走る人その逞しさに感じ入りたり
中止をと強く願ひし五輪なれどいざ始まれば気持昂る
息遣ひ気合までもが伝はりぬ思はぬ迫力無観客試合
弾け飛ぶ仕掛け花火に拍手するコロナ禍の前の映像なれど

二回目のワクチン接種が終はれども変はることなき巣ごもりの日々

牧 恂子
神奈川
日が落ちてくつきり浮かぶ富士の山夕焼け空に黒く小さく
幼き日万朶の桜を歌ひしが忘れし後をパソコンに読む
医療ミスにあつといふ間に兄逝きぬ何年経ちてもくやしき思ひ
ア ト リ
獦子鳥とふ色美しきが数十羽葉のなき欅に群れて騒ぐよ
そのむかし子のなき我を訪ねきてある人言ひき老後は泣くと
雪柳強き風来て真白きが龍の尾のごと並びておよぐ
なつかしき友と電話で話しつつ受話器の重さに齢を覚える
山坂を上りたる日もありたるに今はとぼとぼ歩きの辛し
南国のシンガポールの楽しみはナイトサファリと中国料理
コロナ禍に友とも会へぬ一年余のながさを思ふ老いたる身には
雨降りて汚れ消え去るガラス窓暗き心が少しく晴れる
ワクチンの接種日決まりてほつとする副反応が気にはなれども

まき

一階の受け付けで聞く「会えません」階段前でコートをはおる

ゆうまぐれアルミニウムのテーブルの柚子と南瓜の色失せていく

藤田英輔 ☆ 高知県
木の枝に蛙が刺さり樹の股に団栗たまる立冬の夕

アカデミー賞取りても賞讃せぬ母国捨つるがよろしクロエ・
湯の町の驟雨の中を駆け込みて妻と啜れるブラックラーメン
「どちらから」と聞かれ「東京」と答ふれば店の主は一歩を下がる
ジャオさん
蝋梅の黄の花のもと写真撮る車椅子の母付き添ふ娘
若き日に国家を批判せし人の功は認めぬ狭量の国
じんりゆう
投げ遣りに聞こえませんか「人流」は「人の流れ」とさう穏 「必要」と「必要なし」が拮抗す憲法改正世論調査は
やかに
アメリカのお仕着せなれど「九条」は変へぬが良しと六割の言ふ
専制政治に別れ告ぐるか米国はレディー・ガガの国歌朗々
デジタル庁九月発足目指すとふ個人情報笊漏れリスク
友がきと語らふ食事の美味しけれコロナ禍のいま「沈黙は金」 我が国のコロナは「さざ波」「笑笑」と発信するは内閣参与
アフガンの民は呼びたり「カカ・ムラド」中村医師に親しみ込めて
中継はみちのくの空赤黒く翳りゆく月スーパームーン
己が顔に止まれる蝶を保護したる大坂なおみはまさしく女王
外苑を君と歩みし日は遠くテレビに流る「黄昏のビギン」
サザンの曲聴くも良きかな雛まつり令和三年三月三日
主無き家の門口白々と眩しきまでに山法師咲く
暗闇の双葉の町を一すぢの光となりて走る電車は
国安法を創り社主らを逮捕せる相も変はらぬ姑息な手段
時として「不幸」と聞こゆ「復興」は早も十年されど十年
ごみ捨て場に来る母子は気付きたり袋の中に動きたる物
卒業証書入りたる筒を抱くがに少女歩み来桜並木を
無安打に終はりたれども球宴の勝利投手ぞ大谷見事
四階の我が家のテラスに吹き来たる桜吹雪の花びら幾つ
外つ国の持ち込みコロナに脅えつつ一年越しの五輪始まる
汚染土の再利用案図りたれ四十六知事誰も言なく
虐殺の犠牲者揶揄の過去ありて解任されたるディレクター 嗚呼
スーチーさんの釈放成れば観に行かむミャンマー「バガン」 被災地と繋がる人なき無観客それでも言ふか「復興五輪」
た ふ
の三千の仏塔
「ヒバクシャ」の呼び名は哀し黒き雨浴びたる人もけふ被爆者に
高齢者のワクチン予約始まれど電話は不通ネットはダウン
水遣りの手を止め西に黙祷す朝から暑き八月六日
絶対数足りぬワクチン奪ひ合ふコロナ令和の生存競争
く に
訃報聞く数日前に観しビデオ邦衛さん主演の昭和のドラマ
ふじ た えいすけ
まみ
若き日の吾はスタッフ一本のドラマに見えし田中邦衛氏
しん

陰口は止めて怒りは口に出せ若きに教はる「うっせぇわ」なる唄

十七の少女の歌ふ「うっせぇわ」この世に不満を心から絶叫
こそこそと隠れ会食する人に言はれたくなし「蔓延防止」

ストーブの火に手をかざしペンを持つかけがえのない作歌の時間

おう、かねだ、ひろおかとつい口をつく球児の直球引退試合
陽性者ここ高知でも増大す越える術なく壊せない壁
マスクして洗濯物干す冬日和両隣りでも旦那の姿
責任の所在は何処だとめくり見る古き革ジャンの右腕に裂
先輩も後輩もなく混ざり合う吾の手のひらの五枚の小銭
自粛する学生寮のベランダに大根二本吊るしてありぬ
新しき靴履く孫娘は新しき大学生と成る令和三年
柚子の実は車のライトに反射して瞬き終えては闇深くする
間違いをただせばまろむケシゴムは際立つ角と白さを壊す
満開の桜の下を整然と色とりどりのランドセル行く
ゆっくりと時間を忘れてみないかと桜の元の錆びたるベンチ
強風に晒されるとも夜半を耐え朝にほろりと桜花散る
夜半の風今日はエイプリルフールなり道路は白く花びらの雪
立夏の夜気遣いながらわが犬は若葉寒とて耳元で鳴く
ビギナーズラックだねこの大根はあの雲のごと太く真白で
待ち受けたスマートフォンの壁紙はもの言いたげな犬と私と
樹上から高く低く声降らし我らの驕りをたしなめる蝉
ワクチンが体内駆けているらしく何かが違うとため息をつく
飼い犬は脚踏ん張りて立ち止まる角を曲がれば不得手な犬居り
道端の役場東のバス停は開いたカフェの一年を見ており
聴き慣れぬギリシャ文字持つ株増えて畑ではなく我らが大地に
銃を撃つ様に額に向けてくる平和日本の検温風景
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秋の野で腕に止まりたる赤蜻蛉歩みを止めてじつと見守る
秋の野で黒さましゆく土の色陽ざしを願ふ人も草木も

まつざき

松﨑みき子 岩手県
一段と冷え込む朝の海の上昨日と違ひ群青に冴ゆ
紅葉の山の向こうに虹の出るコロナ禍早く去れと夫言ふ
鹿の食ひて庭のさざん花葉が傷む毎夜あらはれ言葉うしなふ
パジャマも厚手となれば長き夜を海の音聞き安らぐココア
津波あとに雪降る写真哀しかりガレキの上に白く積もれる
過ぎし夜の打ち上げ花火思ひ出づ赤詰草の花のぽんぽん
てくてくと長き農道下り行けば不意にカケス鳴く頭の上で
珍しく積雪となり雪かきのスコップも無し晴れの日を待つ
コロナ禍で孫にも逢へず年越しの蕎麦の用意は夫の仕事
万が一を拾はぬやうに自粛するコロナコロナで年の明けたり
朝の日が水平線に昇る頃幼な馴染みは鱈漁に出る
白鳥に餌も持たずに川岸へ幼子連れて行きし遠き日
恵方巻具材揃へて節分に作れば夫が福は内と言ふ
山の雪は流れて沢の水となり裸木に陽がゆるり差しをり
土ゆるみ水仙の芽のおごそかにあらはれにけり春近からむ
三月のワカメ収穫は夫婦船海上駆くる何隻も見ゆ
３・１１の福島原発汚染水海への放流に明日は如何なる
みどりの日山菜採りに山へ行くシドケにウドと新鮮味はふ
終りなきコロナ感染にワクチンは効き目良好信じて止まず

みずさわ

水澤タカ子 山形県
籾殻を燻す白煙たなびきて臭ひも入り来夕暮れ近く
この長きコロナ禍のなかわれと我が大事なことは何ぞと思ふ
「橋ものがたり」の特別展に見入りたり除雪されたる峠越え来て

直されし被曝ピアノの菩提寺に響く音聴きて平和かみしむ
核禁条約百もの国ら批准せり被曝のわが国なぜ批准せぬ
核のボタンの危ふさ秘むるあの国に遠慮するのか否か見守る
紅葉観て進む羽黒・月山道霧押しやがて雪道となる
月二回月山道越え山形へござる志津さんを車中にて語る
映像に流るる内川・『蟬しぐれ』海坂藩の景に見ほるる
三百種もの海月の泳ぐ加茂水族館医療に役立つオワンクラゲも
リュウグウより六年ごしの玉手箱リターンの瞬間ときめき覚ゆ
ペシャワール会に長女が関はると聞きて偲ばる中村医師を
ひねくれの人参の濃き色や味わが丹精の品個性いとほし
炊き出し用の品々あまたを送りしが野蒜の地より届く牡蠣貝
防護服にむつきをはきてコロナ禍のなかに戦ふ看護師らあり
裏庭に今年の積雪二メートル柳の青芽いつふくらまむ
天と地と人に生かされ有難し屠蘇を酌みつつ家族と語る
島根の海に釣りたる甘鯛送り来ぬ小六に母を亡くしし甥は
み たり
三 人の子亡くしし遠藤さんのいま語る釜石よりの深夜便を聴く
子ども等も大人も集ひ楽しめる図書館「虹のかけ橋」建てし
いつ何処にも子らのみ霊は添ひくるる思ひに心安かれと祈る
春耕の畠に土色のあま蛙動き出すのを待ちて種まく

県境の温泉宿は峠越え予想を外れ三密のさま
親戚のイカ釣り船は卯月末津軽海峡越え富山沖へ出づ
船方の跡取り乗せて祖父の舵目尻下げて見る岬の日の出
七色に花きり揃へ呉るる叔母種から咲かす真心うれし
仏壇の線香たての灰均す先祖の供養義妹の心得
蟬が鳴き百合の蕾は尖りゐてコロナ騒ぎよ疾く消えて行け
親燕懸命に餌を子燕に与ふる様は祭りの如し
珍しく道路脇には子鹿をり梅雨の晴れ間の日光浴びて
手作りのパインジャム仕上げ瓶に詰め無添加を語り孫喜ばす
知らぬ間にホタル袋がわが庭にあまた根づきぬ六月なかば
仏壇に水羊羹買ふ夏らしく障子開ければホトトギス鳴く
早生りんご仏壇に供へ盆むかへ亡き母真似て提灯も飾る
震災後十年経ちて海開き賑はふ声は青空のもと
花好きの知人の呉れたるカラーの苗咲けば愛らしピンクの花に
コロナ禍に家庭菜園試しをり夏野菜実り収穫嬉し
黄金に稲育ちたり震災に津波を被りし田のよみがへる
一回目のコロナワクチン副反応基礎疾患持つ夫を案ず
コロナの為不要不急の盆となり御先祖さまに供へ物多し
パン焼けば息子の顔を思ひ出す目きらきらさせ「作つたの」と言ひき

裏山の斜面降り来る大鹿も見慣れて過ごす秋晴れの空
大輪の花火が上がる夜の湾十月半ばのギフト見上ぐる
堤防から釣り糸垂るる少年は鯵を釣り上げ幼顔なり
鮭網の不漁を語る叔父が居て海の温暖化身近の嘆き
沖合を南へ下る貨物船かつて見し日のスケッチのやう

全戦没者を気遣ふ息子はパソコンにて追弔法会に詣らせくれぬ
「平和の礎」に湯川博士の歌刻字され今も呼びかく世界の人へ
天童の古城通りを歩きつつ青春時代の思ひ出語らふ
夫亡くし落ちこむ友を慰めむ昼餉をはさみ時かけ話せり
歌に詠まれ嬉しと友のたよりあり紫陽花の絵の手描き添へられ
こまやかな楓の若葉の一枝を白瓶に挿しつくづく眺む
コロナワクチン接種の予約に苦労せり電話にラインも子に手伝はれ

賢治」の立て札見て土調べゐる丸き背浮かぶ

接種後に伊香保に行くを約束す一人居となりし友を気遣ひ
初めての花と樒の一枝を紙に包みて大木氏持ち来ぬ
実生の樒もらひ植ゑしは幾年前か今年やうやく花を見たると
歌会の始まる前に友らへ手渡され花の香りを皆で楽しむ
「気力失せしわれに見よとやかぐはしき花咲かせゐる樒」と
大木氏の歌
厚らなる葉を折りみればそも匂ひ花瓶に挿して水清む物
枯落葉の蔭に根づける実生なればたつぷり水遣り容器に移す
「下ノ畑ニ居リマス

堂々たる雨ニモ負ケズの詩碑読めば光太郎の意気も伝はる
謎多く賢治の歌は四年かけ月刊誌に載り解釈なされき
描かるる童話・銀河の宝石は岩石採集標本にあり
十五にて広島兵器工廠に動員中に被曝の平山郁夫氏
奇跡的に命助かり郁夫氏は人らに代り平和呼びかく
長崎の鐘に合はせて梵鐘を聞きつつ合掌す道に人ら出て
四地区の統合なりし中学校生徒の親睦はかる芋煮会
芋煮用の材料すべてを調ふることに始まる男女の協力
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釜を据ゑん石を探しに前の日に場所取りに来し男子らありき
をちこちに芋煮の煙のぼりつつ味はどうかと生徒らの声
職員も校長を囲み自然愛で親しみ湧きて味忘られね
赤松の弱りに気付きし博治君農薬会社に勤めはじめて
老い松の樹に穴をあけ大型の注射器さして徐々に治せり
悦子さんの二期会展へ出品の招待受けいそいそ出掛けぬ

み むらゆき お

夜の地震に目覚めヘルメット手に薬探す急がば回れ身にしみながら

な い

三村幸男 ☆ 埼玉県
秋の草あまた咲く庭トンボ来て一回りして大空へ飛ぶ
枯れ葉舞う宝くじ売り場の列に居て空を仰いで思いをはせる
風強く羽をすぼめる群れ雀夕陽の土手で餌をついばむ
寒き日は防寒コート身に纏い抜き足差し足スズメを見つむ
雨のなか傘を頼りにくだる坂散る梅の花目の前よぎる
原発事故の放射能のビデオ見直して忘れられない３・１１
土手の木々春色となり草なかにつがいの雀餌を啄む
梯子掛け上り行き実る梅を見て笑える男を見上げるわれは
風鈴の音がやけつく午後の庭涼しげにしてエアコン止める

やすかわとし こ

安川敏子 ☆ 埼玉県
大漁ね空いっぱいにうろこ雲今夜は刺身で白ワイン飲む
予防注射打ちたる腕の硬く腫れ三日間大根の如くになりぬ

茅野の家父に連れられ夏休みに行けば終日祖母の手伝い
突然に雨あられ跳ね雷も鳴りすぐに青空気まぐれな雲
ワクチン接種予約日決まり今日は晴れ定家かずらの花風に舞う
携帯の着信音を変えてみる馴染まぬ内は他人の音なり
大輪の白い紫陽花数多くスポット浴びる舞台の踊り子
ヤマト便荷物差し出し逆を向くハンコはここにと丸印を指す
ワクチンを打ったら会えると言うけれどまだまだ危険保証は出来ず

葉を鳴らし雨後の笹竹根を張って切っても切っても又生えてくる

見上げればふわふわ広がる羊雲自由気ままを羨しむまでに
盛り上がるオリンピックは絵空事中継のみで世界はひとつ
おみやげは水沢うどん大袋咽喉越し爽やか残りはパスタ
日々増える驚くばかりの患者数コロナ蔓延雪崩の如し
海中を軽やかに行く海亀は羽を広げて飛ぶ鳥のよう
サーバーの天然水を飲む時は富士の湧き水頭に描く
後手ばかり世界に賢者は居ないのかワクチンの他打つ手はな
いの
ヨーロッパ高い天井シャンデリア貴族の館歴史を感ず
デルタ株たのみのワクチン危ういとテレビに放映たよれぬ政治家

荒草は雨のち晴に新芽出す澄んだ空見て溜め息をつく
真夜中に百足に刺されたる腕の毒を洗って軟膏をぬる
栗おこわ小布施のみやげ甘精堂老舗の味を食す楽しみ
ハロウィンパンプキンケーキに種飾りタルトに仕上げランチ
に代わる

おどろきの蔵書の処理に二トン車が二台研究者宅の断捨離を見る

コロナ禍の中に黄菊は見事咲き静まる庭に異彩を放つ

たけし

シルエット絵になる時間時の鐘の観客まばら帰宅を急ぐ
ベランダに何も想わず空を見る冷たい風に冬を感じた
こわいねえ又クラスターその病院診察受けたの二週間前
外食はあれこれ気になり落ち着かず味も半減我が家が安心
クリスマス楽しいイベント皆中止キャンドル灯し音楽を聞く
七草の粥を食してひとくぎりあったか鍋を囲む冬の夜
柿終り餌がなく困ると野鳥鳴く輪切りみかんを枯れ枝に刺す
不安増すコロナ患者のあふれいて感染恐れ身動きできず
菅首相宣言の後皆中止予定が消えて白き冬の空
電動のベッドに替えて楽々と起き上がりするボタンひとつで
役終えた羽二重をばらすはさみ入れ絹の手触り懐しみつつ
安心な場所で楽しく踊りたいいつも一人は空回りする
本当は薬は苦手でも飲めば痛みは和らぎ心穏やか
まだまだと願ってみても叶わない誰も知らない自分の寿命
娘にはケーキは止めて身体にはキウイが良いとリクエストする
プラゴミが飛ばされぬようネット掛け当番の朝寒さがしみる
枯草の中にひょっこりクロッカス空家の庭に春を感じる
トン・ピシャと豆潰す音味噌作り半年先を楽しみにして
鳥居を逸れわきに入ればしゃがの花顔をそろえるように迎える
黄砂飛ぶ洗濯ひかえ外出はマスクにめがね帽子にコート
石楠花の淡いピンクに甦る若き日の友の晴れ着の姿
時来れば秋海棠が葉を揃えプランターの花も様変わりする

やまざき

山崎 猛 ☆ 埼玉県
次の世を背負って立てよ幼子よ瞳の輝き永遠に褪せずに
疫病の世に喘ぎたる吾のまえ観音菩薩は笑み浮かべたり
コロナ禍の友は故国へ帰りたいと涙ながらに今日も訴う
旅先に困り果てしが手にしたるスマホ機能に助けられ居る
妻と受くる人間ドックの結果には潜血反応二人とも出る
友よりの年賀状には同窓会次はいつかと幹事の我に
青春の一コマ賀状に書きたれば友はそのこと覚えがないと
パルスオキシメーター数値など気にかけず健やかなりきあの頃の吾

シクラメンしおるる花に水やればたちまち花は元の姿に
会長の後任に向けるカメラより五輪の陰で泣く人を撮れ
白子川朝の散歩の寒きなかつがいの家鴨流れをのぼる
目覚ましを聞きて布団を抜け出るに勇気と気力一気に込める
大腸ポリープを二箇所採ったと告げられて検査結果の説明受ける

おやじ狩り気を付けてねと言いし娘はこの世にあらず空を見上げる

老人会入会者無く退会が多くて解散決まったと言う
この歳になりて転校せし友の消息無性に知りたくなりぬ
杉の枝の花粉掛け合い遊びしが老に入りつつ悩む花粉症
トーストを食べてと吾に言い残し娘は帰らぬ人となりたり
少年期新聞配達の雪道に車輪廻らず途方に暮れき
困窮者の助けになればとボランティア心掛けるが体力のなし
貧しき日々支えとしたるコスモスが五月の風に揉まれて揺れる

絵画展招待状を貰いたるも都知事は開館中止の宣告
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嶋田

正之

ワクチン接種会場に来れば時間まで老人たちをマイクで待たす
時期的に抜け毛の目立つ季節にて犬の散歩に毛繕いする
山百合の根を掘り当てし若き日の喜び今も忘れ得ぬまま
孫と行く昆虫採集の山道にアゲハととんぼが頭上かすめる
マスクして元気に遊ぶ幼子の幸多かれとそら仰ぎみる
登校の孫にマスクのジェスチャーを送りつつ歩むエプロンの母
語り合う友の話にゆくりなく友の名聞きて俄に親し
同窓の友の消息知らせよと懇願メール吾に入りたる
同窓の友より来たるメールにはワクチン注射が挨拶言葉
学童のリモート授業始まりて戸惑う子等の傍に付き添う
コロナ禍に友との連絡とれるかと幹事の吾に問いくるがあり
連絡のとれる友には返信のハガキを付けて恙なきを問う
同窓の友より届く返信は吾を気遣いくるるもの多し
若き日に色で例えし人ありて吾が生活はいつもこの色
故郷の実家の中に入りたれば叔父の叙勲の額寂しかり

巻頭五十首

清流
富士見ゆる地に移り住み半世紀遠くかすめる郷の連山
ふるさとの山美しければ誇らしく水清ければ更に誇らし
色づける曙杉の天辺に紺碧を背に百舌鳥の高鳴く
子ら住みし二階の角の空き部屋のピアノの上を渡る月光
紙漉きの千三百年の伝統を細々つなぐ沢のせせらぎ
戦ひの無き後の世を願ひつつ清き流れを描きつづけむ
人心の貧しき過去を知ればこそ水清きこと永劫なれと
海軍兵村の施設を接収し山に埋もるる松根を掘らす
戦時中ガソリン石油の代用の油造りき松の根を蒸し
松根油捨てたる川は茶に濁り魚大量に浮きあがり死す
進駐軍査察の前に交戦の証拠の油を川に捨てたり
散歩路に腰骨曲がる老犬をひく人もまた老い人にして
この歳に至る己のあり様を想ひ描けずこの先もまた
敗戦の貧しき頃にテレビなど誕生すると想はざりにき
予想すらせざるテレビの業界に生業なしたる運命もまた
早朝の玉砂利を踏む境内のヒノキ林に鳴きしうぐひす
裏山の八幡神社に出征の父の真似して柏手打ちき
柏手を打ちたる手にてイガグリの頭撫でくる父は無言に

ゲートルに戦闘帽に丸眼鏡の父の姿が最後の記憶
小旗ふり父の出征行列の後尾を歩み村境越ゆ
マサユキと吾の名を呼び手首持ち行く手塞ぎし根岸先生
進み行く列を見送り立ち止まる吾の姿に父は気付かず
「帰らう」と抱き上げられて自転車の荷台に乗せられ小学校へ
父死すの電報握り泣く母と祖母の背を見て涙流れず
出征の七か月後の知らせなり奉天の地に赤痢に斃れき
海軍の志願兵なる叔父もまたウルシー環礁に逝く二か月の後
伊号第四十八潜水艦に回天四隻搭載を知る
細々と裁縫仕事に精を出し子ら守りたり母は気丈に
図工科の教員なりし父残すパレット使ひ初の水彩
黒塗りの父のパレット重たくて床に広げて絵具混ぜにき
玉音の言葉の意味の解らずに記憶の中の庭の向日葵
カラムシを鎌に刈り取り供出す表皮を織りて粗末な布に
冬場には椚や楢の薪背負ひ駄賃稼ぎに岨道ふみぬ
長瀞の紅葉展に初出品小学五年に覚ゆときめき
先輩を誘ひ美術部立ち上げし中学二年の夏の終りに
高校に良き絵の教師居ると知り教へ乞ふため写生会にも
担任の勧め断り高校の教師を頼り進路決めたり
必然か偶然なるかは別として後の人生決めたる縁
信号を右折する時ゼブラゾーンを杖つく人がゆつくり渡る
若きころ想ひ描きし将来は異なる次元となりて過ぎゆく
毎日の散歩何時までつづくやら杖着く己を想ひ描くも
朝食はパンと牛乳ヨーグルトこの簡便に慣れて幾年
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灑子

〈二月号掲載〉

気が向けば手打ち饂飩に腕振るふ武州地方の伝統なれば
腕前を少し上げたる手打ち蕎麦お隣さんの分も序でに
そばつゆのかへしを常に作り置きレシピ通りの味を守りて
厨には男子入るべしを旨として子が引継げば孫も守りぬ
敗戦後多くの文化を学びたる尊敬出来る国と思ひつ
民主主義教へくれたる米国の混乱を見る大統領選に
銃を手に意見異なる民衆を威嚇するとはなんと野蛮な
不確かな情報溢れ既存なるメディアの存在もはや危ふし

今月の三十首

続・美しいもの捜し
野村
握力のなくなりジャムの瓶の蓋気合を入れて「ヤア」と回しぬ
ゆるやかな駅までの道プラタナスの幹にできたる模様見て行く
朝のニュースに馴染みのアナウンサー転勤をしたるらし北海
道の番組に出る
プランターに露草の花位置をしめ腰の高さに紫出そろふ
袋よりひとつづつ化粧品を出し車内に若きの顔の仕上がりぬ
脱水を終りて皺多き濯ぎもの縫ひしろ揃へ手の平に叩く

大野

茜

〈一月号掲載〉

庭仕事についてきたるか小さき蚊が人肌恋しげにまとはりくる
見回せば山又山の襞重ね田畑のかなた濃淡の紺
今日一日紅葉の中を走りきて夕べにはその余韻にひたる
いくつもの山を越えきて紅葉の木々に出会ひて気持たかぶる
見上げたる岩壁より落ちる滝の水最後は細き線になりたり

自粛の日々の歌

顧客こそありがたきかな行く処行くところ励まされ仕事身につく

百年に一度の疫病目の当り見えざる敵に消毒の日々
戦争に例ふる医師もゐてコロナ対策打つ手小出し小出しに
自粛など効かぬ訳あり東京の飲食店数世界一と言ふ
首都圏の医療崩壊目前と学者叫びゐき二ヶ月前に
緩めれば大波襲ふ第三波コロナに囲まれ耐へる日日
救世主のワクチン開発一年で薬の記事の新聞切り抜く
テレビ見ればコメンテーターコロナ禍を思ひつきなる言葉連発
テレビ見つつ怒れる我の言葉など意味あるや窓に紅き千両
結核の大流行に若者はばたばた斃れ姉逝きし昭和
就職はオリンピック後の不景気にて採用されし会社に一筋
頭下げる事もままならぬ新米に営業頼むと辞令の下る
成績の上がらぬ組織任されき負け犬風土変ふるは至難
ストレスの気分転換桜見る旅に初めて妻を伴ふ

電話のベル九回ならさせ取る受話器「お待たせしました」の
前に「大変」つける
恐竜の小さき小さき形して目ざめ見る窓に蜥蜴はりつく
雲動き空の青色残りゐるなかに中秋が明日といふ月
一日の節目ふしめに空見上げ月を探しぬ東に西に
厨辺の手元照らして明かるかりＬＥＤに替へたる洗ひ場
ソーシャルディスタンスとて十人あまり一机に一人にてコー
ラス始む
密さけると一人一机にて顔おほひフェイスシールドにコーラ
スをする
いくばくか今年も庭に柿なりてその実をかくす枝葉の密集
大勢でゐると疲れるこの頃と思ひをり一人の時はさびしく
朝の皿にのせたるオクラの切り口の星のやうなるを愛でつつ食みぬ

ヱノコログサの穂波ゆれれば種飛ぶと三日続きの雨のなかに抜く

血圧の高ければ塩分ひかへつつ甘き梅干し舌にころがす

空中に様々な種の飛びをらむ植ゑし覚えなき三時草、つゆ草など

わづかなる土見ゆるところヱノコログサは芽を出し豊かに穂
をゆらしをり
はづすこと忘れをりたるネックレスＸ線撮影に手間とらせたり
玄関の扉の閉まりに不具合のありて鍵の鈴高鳴りさわぐ
一人居の吾を気づかひ義弟がオレオレ詐欺には注意と繰返す
銀行の電話の交換台の仕事してきたので声には敏感と伝ふ
「適時の一針は九針を救ふ」とのことば思ひ出しシャツのほ
ころびを縫ふ

江藤ひさ子

〈三月号掲載〉

根尾谷の淡墨桜はふはふはと樹齢千五百年なほ花の舞ふ
桜満つる平野神社に願掛くる妻の背中に花びら二つ
石清水八幡宮の山登る桜は見頃皆急ぎ足
弘前城の桜は空を覆ひ咲く高みに立てば岩木山見ゆ
紀伊国の観心寺内に正成の首塚の立つ桜花散る
さくら旅親しく話す人も有り趣味の絵などを貰ふも嬉し
桜飛ぶ大岡川にひかれきて幾年訪ひぬ我は浜つ子
桜もとめ北へ南へ三十年コロナ禍去らば越後高田へ
旅終へて出社の月曜朝の会議眼鏡に細かき数字を追ひぬ
職退いて若き日に読みし歌集など机に開き「冬雷」に入る
我が町と言へど初めての道の有り旅と思ひて折々歩く
阿寒湖に着物姿の母の立つモノクロ写真に我も並びて
青空と色を重ねてネモフィラの丘の向かうは又海の青
グアムに住む友の写メールの夏の雲気温一度の我が家に届く
北風の吹く丘の道襟立てて暮れ空の彼方の丹沢を見る
月の横に木星大きく輝くとニュースに知りて仰ぐ寒空

堰堤のさざ波

丹田を拳に押せば背筋伸ぶこれの姿勢を保ちてゐたし
出来栄えは術なけれども然れども月々妥協す短歌も書道も
流星に「字・そろばん」と願ひたる幼き頃の夜空の恋し
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故里の畠・田ん圃は消え果ててマンション・一戸建て・店舗が並ぶ

カーテンを閉める夜毎に星探す今夜のひとつそれとて至福
生け垣に鉢に椿が咲き初めつ固きつぼみを従へながら
「少し歩かう」そのひと言に腰あぐる久し振りなる夫との歩行
晴れわたる大分川の河川敷きマスクを顎に二人の歩行
擦れ違ふ人に頭を下ぐる度笑顔がかへる頭を下げて
テトラポッドのすべてに並ぶ百合鴎その等間隔は絵画の如し
鶴見岳・由布岳淡く雪を置く大分河畔に遠く顎上ぐ
「体調はどうか」に始まる長男の今夜の電話は政治に及ぶ
対面をしてゐる如し長男と携帯電話に政治を語る
コロナから政治に至り長男の電話は六十六分十秒となる
バスを待つ間のスクワット繰り返す人らの後ろ姿を見つつ
定時より十分早く来て立てどバスは来ぬまま人らを待たす
定時には来ぬままやつと来たバスの運転手はいふ「私は定時
に来ました」

カーテンを透かして見る間に寄りて来て鴉がパンをつつくスピード

水田に水引く水路に遊びたる遠き思ひ出偲ぶ折りをり
白が咲き黄の色が咲き吾を呼ぶやさしく香る庭の水仙
床の間に姿をなせり黄の水仙庭に切りたるそれの一輪
吾の撒くパンを待つらし隣り家の屋根にこちらを見てゐる鴉
パンつつくそのスピードに目を見張る瞬く間なし鴉の完食
早早に激しく叫ぶうぐひす嬢市議会議員告示のあした
朝刊を開くのはまづお悔やみ欄知人載らねば安堵す今日も
堰堤に陽は隈なくて小波を夫と見下ろすしばしの至福

バーベキュー孫らと囲み賑やかなり焼きたて食みつつ幼き日語る

今日ありて明日なき覚悟もつわれに髪染めの予約なす吾が居る
亡き姉の三回忌を勤めくれし僧昨日身罷ると知りて声出ず
夏野菜を植えねばならずと長男に手伝いを頼む休日の予約

姑の介護疲れを聞きくれし子も二十年を経て悩むを話す
仰ぐ夫の微笑む遺影のあたたかく日毎を語り正信偈唱う
傍に夫何時も一緒と若き日の出逢いのスナップ財布に入れ持つ
長寿の世に生かされ想う病みて逝きし三十九歳父の無念を
嫁ぎきて短かき夫婦の十年を母は幸せ過ぎたと言いき
貧しくとも身なりは大事と言いし母参観日にはいつも和服で
女学校の生徒も動員トヨタ社に馴れぬ旋盤にピストン削る
終戦後の教壇に立つ人なきに教師となりぬ女学校卒のわれ
女学校にて学べずに教師となりし吾いまも恥じいる若き日のこと

井上

法子

〈六月号掲載〉

農村に保育園の建ち保母となり子を姑に預け勤めたり
人の手を借りずに動けるこの体長寿を授かり父母に謝し居り

愛しき者

晴れて暑き夏の盛りに曾孫は丸丸としてこの世に出で来
ア ミ
お七夜に食べ初め瞬く間に過ぎて笑ふ様になりたり彩美は
その内に寐返りお坐りする様になりて日毎に可愛ゆくなりゆく

前の歯の二つ小さく出でて来て離乳食は進むと言へり

道の駅にダム見下ろして昼を食ぶ大分名物のだんご汁
ダム見つつだんご汁食べみやげ買ふ空晴れ渡るスローなひと日
帰り道「若妻の店」に買ふまんぢゅう隣にあげむそれの出来立て

児玉

孝子 ☆

〈五月号掲載〉

好天に久し振りなるドライブは二人の至福無事に帰りて

つれづれ
東京の開花ニュースに五日遅れ寺領の桜開くを見上ぐ
法要の済みて寺庭に立ちおれば早くも桜の風に押され散る
畑に出で耕しおれば雀来てからまるように鍬先に寄る
足痺れ畑に来るを迷いたれど為せばさくりさくり土湿りいて
夏野菜は場所を選びて作付けの計画なせりメモ帖繰りて
一年中トマト茄子胡瓜店にあり季節の野菜の感覚薄る
昇りくる朝日に照らされラジオ体操身を振りながら体調確かむ
仲間らと踊るも脳の刺戟にと扇もて習う「淡墨桜」
朝ごとに音たてて人参ジュース作る夫の胃癌を病みてより続く
朝食を早目にすまし医院へ行く気温二十度に自転車ゆったり
暮しには不便なけれどわが聴力人らの中に聞き取り難し
三河別院の仏具磨きに加われば大きく重し寄進者の銘あり
別院の広き御堂に手慣れたる婦女等にまじり磨きをかける
思う意に動けぬ日日の身の不便息子は気楽に言えと笑いぬ
冷ゆる身の床に這入ると待ちくれて長年つかう湯湯婆の温もり

なかなかに吾の顔覚えてくれず会へば暫く泣きべそをかく
漸くに慣れて膝に来てくれて暫く会へぬ別れの時来る
その母に抱かれ小さき手を振りて帰り行くのを曲がるまで見る
孫一家かへりて行けば曾孫の乳の匂ひのかすかに残れり
子と孫と曾孫に命のバトン継ぎ卒寿となりて何よりの幸
我のことどこまで覚えてゐるかしら思へば曾孫漸く二才
我が部屋のボール見つけて袋から出せばあかずに転がし追へり
あちこちを走り回りてくたびれてソファーにたちまち寐てし
まひたり
昼寐より醒めてコップにリンゴジュース一ぱい入れてゴクゴ
クと飲む
マ ナ
下の曾孫愛菜は漸く寐返りを打ちて遊べり絨毯の上
くたびれて坐れば手を引き鞠投げの相手をしてと曾孫の言ふ
妹が出来て姉はべつたりと我にくつつく様になりたり
苺好きな彩美のため買ふショートケーキ苺と回りを食べて残せり

おしめ替へミルクを飲みて機嫌よき小き曾孫声立てて笑ふ
いい子いい子をしてあげてと言へば妹をそつと撫でたり
下の子は母に抱かれ上の子は父に手を引かれ帰りて行けり
孫一家帰りて行けば静かにて部屋の空気が動かずになる
コロナコロナの日を重ねつつ孫一家くれば一先づ手を洗ひたり
彩美のため買ひたる鞠の気に入りて投げる相手をあかずさせらる

出来るだけ動かず相手をする工夫して遊ぶのは彩美との時間
曾孫にランドセルを買つてやるなどは夢なり五年ののちは
曾孫にこの世で会へた倖せを思ひてその上望みてはならじ
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藤田

夏見 ☆

〈七月号掲載〉

保育園に通ふ曾孫案じては詮なしと思へど電話をしたり
コロナ早く収束して欲しと祈るのみ何の手立ても出来なし我は
彩美と愛菜かけがへのなくわが天使恙なき日を今日も祈れり
長き髪束ねて赤いリボンつけ彩美は少し姉らしくなる

詠むこと
叔父の碑の軍人墓を目印に祖母等の墓石霊抜きしも見ゆ
なんとなく懐かしみ来てここにある墓のなきがら姉と眺めつ
嫁ぎたる姉と二人はこの寺に縁はなかりき連れ立ちて見る
母のいて従兄等もいて法要の僧は明るく祖母を讃えき
「十代の僧衣はひとり晴れがまし」と寄進せし祖母の信心讃う
祖母の持つ衣を包む風呂敷を思い出したり七つの冬を
「因縁を断つ」と呟き風呂敷包み抱える祖母と山門くぐりし
墓群をスマホに撮りて従兄と見る墓仕舞いして六年の過ぐ
祖母を言う従兄の口癖姉と聞く「小町と呼ばれ商売上手」
一時間バイパス走る従兄の家待ちかねたりと出迎えくれる
我が家の夫の作れる天領米今年で食えぬと従兄また言う
「一年にどれ程食べる」と農継がぬ息子は問えり機械買うたび
繁忙期休みを合わせ息子等が手伝いくれる代わる代わるに
繁忙期に帰れぬ時あり遠く住む息子娘婿の気遣う言葉
取り入れの力仕事は腰を病むじいちゃん助くと少年の来る

乗り換えてシンシナティに夫を見つけすべての感情解きほどけゆく

木の香り青い畳を喜びて寝付いた義母は安堵を言えり
洪水に避難したるは診療所義母のベッドを囲みし一夜
川越にようやくなじみし三月に家族三人で義母をみとりぬ
子等の声どこに居りても聞こえ来る新興団地は活気に満ちて
小畔川七十メートル幅になる地域住民の団結強し
小学校は増築を重ね重ねきて川越市内のマンモス校に
この地にて子等と共々に暮らせると思う矢先に三重への転勤
高校受験の娘を伴い亀山勤務二人の息子に家を託して
気に入りの「小さなお家」が恋しかり日中はほぼ一人の暮らし
娘の受験校決めた一月転勤辞令は卒業までの延長決める
単願は締め切られての受験期に新幹線での往復やむなし
家からの通学のぞむ娘の気配夫も吾もひとまず安堵
卒業式を終えたる亀山を後に雪残る中央道を川越目指す
団らんの家族が話すそれぞれは一年なれど貴重なる体験
個室欲する子らの願いをかなえるべく改築に向け話進める
家が建ち無線の鉄塔くみ上げて二十メートル電波を飛ばす
交信に興ずる声が聞こえ来る夢かないたる無線室より
結婚し去りたる次男の部屋掃除確かな巣立ち時に寂しも
長男の米国転勤夫にも米国勤務の打診が来たり
娘との同居を次男に託してのち夫の待つ米国へ一人旅たつ
機内にて親しくなりたる人たちとシカゴで別れて不安高まる
芝の上スプリンクラーの先々に蛍飛び交い光を放てり
キラキラと暮れ行く庭に乱舞する蛍に見とれる米国初日

惜しがりて言い来るひとに笑いつつ「歳を取りました」と夫は答う

「どうするか」「どうなるだろう」「どうしよう」自問する夫
田を持て余す
芽を孕み倒れたる稲を束となしくくりて立たし刈り取る年も
稲穂まで浸かりし年も守り来て継ぐ者なきを知りいる夫は
田起こしのトラクターの音響く日に空を見つめて庭に立つ夫
納屋うちを片付ける夫人がみな田植えの準備始める四月
箱苗の準備はせずおり柚子の花若葉にまぎれ見える頃にも
削る杭小竹の支柱夫の手のもう使わざる落としの堰板

県内のサイクリストは江田島に集いて百キロオリエンテーリング

米作りの機械は全て揃いいる処分のこともこれから決める
早苗田に夕焼け空の夫の田を見ることもなしこれより先は
六十歳遅くはないと始めたるわたしの時間短歌詠むこと
「なぜ短歌」子に聞かれたることありて「おしゃべりしたい」
と答えた記憶

髙橋

燿子
☆

〈八月号掲載〉

折りたたむ自転車と乗りし新幹線福山城の見える駅まで
駅裏に聳え立ちおり福山城旅の終わりを迎えてくれる

あの日あの時

義母と子と吾らの家が完成し川越市民となりたる半世紀前
赤屋根の「小さなお家」に赤飯で祝いき義母の晴れやかな顔

十月に降りたる雪が紅葉に風情を醸す大陸の気候

松居

光子

〈九月号掲載〉

まねかれてジャコランタンのコンテスト灯せば闇に二十の瞬き
ハロウィンに小学生が練り歩く町中楽しむ仮装のさまざま
トラックの牛の吐く息白々と市へと列なす厳寒の街

明日は未知数

小花咲けると見紛ふほどに植ゑ込みの新芽は五月の陽に輝けり
珍しき黄色の藤を見たといふ夫に誘はれ散策に出づ
帰り来て調ぶればキングサリといふ紫のフジより遅く咲くらし
紫に咲きて白へと変はりゆく花に引き込まる匂蕃茉莉
珍しと去年苗を買ひ鉢に植ゑしニホヒバンマツリ八輪咲けり
名の通りジャスミンの香の漂ひて心の和むニホヒバンマツリ
神棚に常に供ふる榊の木に小さき花咲くを初めて見たり
慎ましく若葉の陰に淡あはと咲ける黄の花に心寄せ行く
（佐佐木信綱記念館）

叢がりて卯の花咲ける庭のどし「夏は来ぬ」の曲流れてゐたり

かろやかに未央柳の花ゆらぎ心ときめくひとときのあり
絹糸のやうなる蕊をふるはせる未央柳が今年も咲けり
紫蘭のはな紅むらさきに艶めきて今年ははやも梅雨の兆しぬ
実家より株をもらひし三寸あやめ今年も咲きて母憶ひをり
瑠璃色の羽をまとひたる鳥のやう菖蒲の花の雨に濡れゐて
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雨露をふふみて艶めく紫陽花のグラデーションを楽しみ歩く
神社より今日も「万歳」聞こえ来る出征兵士を送る人達
買ひ来たる紫陽花の名は「ダンスパーティー」淡きピンクの
出征の兵士におくる千人針吾も加わり赤き結び目
花が踊れり
戦局は激しくなりて物資なく鉄製品の供出の令
どんよりと曇りたる朝フェンスに沿ふ下野草のめぐり明るし
先祖より大事にしたる槍刀父は熟慮し潔く出す
コロナ禍の中に過ぎつつ季くればつぎつぎ萌えて咲ける花花
婦人会は各家廻り強力に鍋釜までも集めて行きぬ
余所の庭の花を見ながらのんびりと散策するが楽しみとなる
供出の鉄製品は溶かされて銃弾になると人は噂す
公募展に出す作品を書きてをり新古今和歌集より「賀」のうた
村内に無線の基地がある故に敵が狙うと軍隊配備
十頁の帖に見栄えのするやうにグレーの具引きの料紙を選りて
学校も寺も神社も接収されて陸軍の兵士宿舎に変わる
美しき旋律の如き作品に魅せられ入りぬかな書道講座
本殿も社務所の中も我が家にも兵士寝泊まりし不安が募る
心地よき和歌の調べを大切に筆運ぶ時こころ落ち着く
三月の大空襲で被災した叔母の一家は我が家に疎開
歌の道も三十一文字の韻律が好きで始めて幾年の経つ
戦死者の遺骨を抱いた人の列卯木の花の咲く丘を行く
下手でもよい好きであればと自らに言ひ聞かせ続け来たる書と歌
軍隊は校舎の一部に駐留し生徒の授業は二部制となる
ストレスとなることもある書も歌も焦らずゆつくり学びてゆかむ 「もう嫌だ戦争なんて」と吾言えば咄嗟に母の手吾が口塞ぐ
目覚めたる朝朝手足のこはばりてベッドの上にストレッチする
物の無き時代となりて「欲しがりません勝つまでは」と歌う
歳と共に身の衰へを感じつつけふも励みぬテレビ体操
我が村もＢ の奇襲あり防空訓練激しさを増す
老いてこそ見えてくるものを喜びに変へてゆきたし歳重ねつつ
姉達は軍需工場に動員されて兵器の部品を作らされいる
これよりは今を大切に過ごしゆかむ老いたるわれの明日は未知数
移動する女学生等を敵機が狙い機銃掃射に一人亡くなる
〈九月号掲載〉
あの頃の胸につけたる名札には血液型も必ず記入
教科書は上級生のお古にて足りない本はガリ版で刷る
終戦は三年生の夏休み玉音放送正座して聞きぬ
戦争 九歳の記憶
永光 徳子 ☆
兵士等は本殿前に整列し玉音放送聞きてざわめく
あたふたと軍の書類は燃やされて昼夜火柱境内照らす
数日後軍隊は解かれ兵士等はみな去り行きて村は静まる
｜

齋鹿ミヤコ

〈十一月号掲載〉

パンジーの種蒔きたればその種の見えなくなりつ土のおもてに

空の日といふを車の中に聞けば見わたす空の隅まで青し
カーテンを開けて此方と彼方みる空にはひねもす雲は来たらず
雲のなき一日の空に富士山の残り少なの茜に映る
富士山の茜に映るシルエット雲なき一日の暮れてゆきつつ
富士山の初冠雪を聞きたれど富士の姿はここより見えず
この年の初冠雪を二度ききぬ二度目の発表二度目の訳を
開店の時間に合はせて着きたれど市場はすでに車の並ぶ
備へある市場の日傘をさす人のなくて済みたる朝の行列
メダカ売る男二人のイメージのあれどいつ何処思ひ出だせず
思ひ出せり野菜市場の入り口のきらきら光る泳ぐメダカを
かつてここ確かこの土手の女郎花探してみれど咲きてはをらず
紅白の落ち花拾ふひとのあり枝垂れる萩の石畳のうへ
山門の左に萩の白しだれ右には紅のしだれつ揺れつ
パンジーのカラー写真の紙袋もてば音するパンジーの種

種まき

柿の葉の色づく頃に兄帰り母は朝から赤飯を炊く
電灯の覆いのすべてはずされて明るき部屋に家族憩いぬ
ラジオから戦災孤児の「たずねびと」引き揚げ船の到着知らす
九歳の終戦前後の思い出は鮮やかにあり令和の今も

五歳にて太平洋戦争勃発し神社のわが家の暮らし変わりぬ
長兄に赤紙の来て出征し次兄と姉は学徒動員

｜

〈十二月号掲載〉

パンジーの二葉出できてしばらくは双葉のままに大きくならず
見つけたる虫を埋めて踏み潰す見つけられたる虫の詮無く
芽を出せる草の育ちてある朝にひとつ花つく黄の色をして
鉢植ゑの小さき黄花に小さき蝶その花に似る羽の色して
少しの間ありて同じき事柄を訊ねる友に同じ返事す
人事にあらず同じきことを言ふ繰り返し言ふやうになりたり
一本の白き眉毛に気づく朝とり敢へず切る小さき鋏に
枕の跡今朝は左の頬につく真つ直ぐの線たてに走りて
スーパーの梅の紫蘇漬けその色にひとりもの言ふ心の中に
梅漬けを買へば次の日ふるさとの姪より届く紫蘇漬けの梅
母のうめ塩だけのあぢ姪のうめ塩だけのあぢ塩だけがよし

水やりの先に動かぬバッタをりみどりのバッタの子を背に乗せて

パンジーに一週間の差を付けてよく咲くすみれの種を撒きたり

パンジーの芽の出るを待つ霧吹きの水をやりつつ腰屈めつつ
パンジーの双葉にひと声かけてゆく出揃ひくれたる涼しき朝

「戦争は終ったんだね」と吾言えば父は小声で「敗戦だ」と言う
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438
作者別年間全作品
439 作品年鑑

スマホの写真一葉・短歌二首

晴美

〈一月号掲載〉

江波戸愛子 ☆
ひさかたの光やさしく差しこめる
並木の道を君に付き添う
朝の日が映すふたりの影法師ほど
よき間たもちて歩む

中村
気まぐれに置くテーブルのアンスリ
ューム植物ひとつにリビング和む

〈一月号掲載〉

雑然とカタログを積むローテーブ
ル鉢を置く為あつさり片付く

〈四月号掲載〉

益坂 順子
宝満山の難所ヶ滝は冬に映え静寂保つ氷柱伸ばして
静寂の中に聞こゆる滝のうら水の音して和むひととき

〈五月号掲載〉

井上 槇子
子犬より抱く感触さながらに毛並み撫でつつ春の日を浴ぶ
鳴き声を真似つつ帰ればわれを知る犬の遠吠え距離感もなく

〈二月号掲載〉

小林 芳枝
相沢春洋の忌日に合はす筆供養今年は桜の紅葉かがやく
筆塚の前に焼かれてゆく筆の爆ぜて読経のこゑ中断す

〈三月号掲載〉

黒田江美子
雨の日のハンドボール部階段に基礎練を為すひたすら為しき
四階建て分あるだらう子等遊ぶ上の広場へリハビリに行く

〈六月号掲載〉

森藤 ふみ
街川の橋より桜見てをれば二艘のカヌーしづかにあらはる
水面へ差しのぶる枝に花みちて赤きカヌーの近づきゆけり

〈八月号掲載〉

赤間 洋子
錦糸町駅前に建つ左千夫の歌碑足止める人無く静かに在りぬ
帰路に詣る左千夫の墓に新しき卒塔婆が立ち居り珍しきこと
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〈今後の為に参加された皆様のご意見を、このアンケートに〉

〈十月号掲載〉

中島千加子
花びらを齧る黒瓜葉虫ゐて丸み崩るるたんぽぽの花
吾が気配気づきたるやう花のうへ葉虫は擬死のポーズを始む

江藤ひさ子
彼岸花その赤と白咲き初めつ時を違はぬそれの習性
株数は増えざるままに今年また彼岸花咲く植ゑて八年
〈十一月号掲載〉

ありましたら、その作者名・そしてその作品

〈十二月号掲載〉

三好 規子
待ち待てる酔芙蓉さく二年前の母の日むすめに貰ひし鉢に
白妙のはずの酔芙蓉あしたよりほろ酔ふごとく紅まざり咲く

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？

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

】
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】

■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九月二十二日。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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印刷・製本 ㈱ ローヤル企画

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
らに大きな成果であると考えている。今年はその五冊目となる。
作り方は昨年版を引継ぎ、今年は情報として、お住いの都府県名を入れた。
昨年末相次いで亡くなった小川照子、関口正道、野村昭一郎の御三方が、毎年
この年鑑に参加下さっており、且つ、一年間欠詠なく出詠されていたことを考
慮し、刊行委員会で話し合い、故人として参加してもらいましょうとなった。
ということで、今年の参加者は一一四名＋故人三名の一一七である。参加者が
百名を下回ったときにこの企画を終了させようという申し合わせもあるので、
この参加者数は、来年六冊目の刊行への継続の可能性を残した。編集室では、
五年目となると会員の皆様の環境もずいぶんと変わっており、初めて参加し

来年用のデータ整理を毎月積み上げて、すでに六か月分を終えている。

1000 円
頒価
ホームページ

てくださった方もあれば、入れ替わりに今年から見合わせるという方もあった。
この一巻に寄せる思いは、それぞれであるが、どうにか予定通りに下版にこぎ
つけたことを喜びたい。
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

務

敏 夫
編集発行人 大 山

http://www.tourai.jp

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

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。

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 二〇二一

