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したジャンボタクシー
でマンズワインや︑愛
宕山公園︑布引観音な
どを巡回することもで
きる︒明日︑二日は更
に便数が増え︑松井り

んご畑︑東山公園など
へ行くジャンボタク
シーもでるそうだ︒
三日間の日程すべて
に参加する︑清水ゆき
子さん 写(真右 ︑)神田

木久扇師匠も参加

雑誌ホトトギスを創刊した高浜虚子が昭和十九年から二十二年
までを過ごした長野県小諸市でで俳句会が開催されている︒
昨日までの雨模様に
変わり︑夏の日盛る天
気に恵まれた八月初
日︒朝八時半を過ぎた
小諸市民会館に人が集
まり始めた︒本日八月
一日〜八月三日までの
三日間︑虚子の志を継
ぐ俳人たちが時と場所
を共にし︑吟行し句会
を行う︒小諸高濱虚子
記念館十周年を記念し
て開かれているこの
﹁こもろ・日盛俳句
祭﹂は︑今回で十回目
の開催であるが︑この
ように三日間連続で句
会を開くのは初めての
試みである︒
参加者は︑自らの足
で詠み歩くほか︑主催
であるこもろ・日盛俳
句祭実行委員会の用意

8月1日〜3日、小諸市

与良館から市民会館に
っても︑朝顔の花言葉
向かう道中︑朝顔が咲
﹁結束﹂が感じられた︒
いていた︒今日は︑昨
服(部 )
日の雨とはうってかわ
って快晴︒育てている
うちの人の話によれば︑ ﹁こもろ版︱朝蝉︱﹂
この朝顔は夕方まで咲
８月１日午後︑創刊号
いているそうだ︒草木
が発行されました︒
が生い茂り︑花開く中
普段住み慣れている神
俳句日和の一日目が始
奈川から︑遠く離れた
まった︒◆太陽に負け
長野県小諸市に触れ
ないような笑顔の二人
愛子さん 写真左 ︑上
る︒◆そんな私たちを
の受付嬢を市民会館受
(
)
田からの参加である︒
迎えてくれたのは︑心
付で見つけた︒彼女た
清水さんは︑新聞への
地よい涼風︒段々畑に
ちは地元の小諸商業高
投句がきっかけで俳句
青々と揺れている緑︒
校
に
通
う
女
子
高
生
︒
紅
を始め︑現在俳句歴は
与良館に自然と集まる
く染めた髪に︑茶色の
十五年ほどになるそう
おじさん︑おばさん︒
セーター︑ひざ上
10cm
だ︒また︑そんな清水
丈のスカート︒生徒会
心温まる優しさが詰
さんからの影響で俳句
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
来
て
まったご飯︒夜風に揺
をはじめたという神田
いる二人は︑絵にかい
れる風鈴︒◆これから
さんは︑五七五という
たようないまどきの女
の３日間︑朝夕２回の
短さが始めやすさのひ
子高生だ︒先日あった
計５枚で︑俳句会の様
とつであったという︒
文
化
祭
で
は
ク
ラ
ス
で
同
子や︑小諸に来て私た
十時を少し過ぎたこ
志を集めてダンスを踊
ちが感じた魅力などを
ろ︑受付である市民会
ったという︒しかし︑
発信していきたいと
館のホールが騒がしく
心の中で︑彼女たちは
思っています︒この新
なった︒落語家の林家
﹁
県
外
に
出
て
独
り
暮
ら
聞では編集長が毎回変
木久扇師匠も三日間す
ししたい︑地元に残っ
わり︑毎回違った楽し
べての日程に参加する
て専門学校に通いた
みを提供する新聞を発
ため︑市民会館に到着
い﹂と︑しっかりと将
行していきます︒この
したのだ︒受付のボラ
来
を
見
据
え
て
い
た
︒
◆
かわら版から︑知らな
ンティアである高校生
そんな彼女たちの写真
かった小諸の魅力を感
はじめ多くの参加者が
を見ていると︑青春時
じてもらえれば幸いで
師匠に握手を求めたり
代の友達どうしの見え
す︒それでは︑これか
写真を撮ったりする光
ない絆が感じられる︒
ら３日間よろしくお願
景が見られた︒ 市
いいたします︒ 上(地 )
(川 ) 彼女たちは進む道が違
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せられた︒また︑ 代
の女性は︑﹁俳句を始
める前の若い時に小諸
に訪れた事があったが︑
今回俳句を始めてから
再度訪れ︑前回来た時
70

小諸と木村熊二先生

私の通っていた頌栄女子学院が︑まだ
頌栄女学校と呼ばれていたころ︑校長
を務めたこともある木村熊二先生︒懐
古園に彼のレリーフがある︒私が初め
て小諸を訪れたのは中学１年生の時︒
先生の髭をなでると頭が良くなると聞
き︑皆でこぞってなでまわしたのを覚
えている︒あのころクラスのお尻にく
っついていた私も︑今は慶應義塾大学
に通っている︒素直さとは︑時に人を
成長させる大きな要因になる︒ 市(川 )

掲載内容訂正のお詫び

小諸で一句

とは違って小諸という
土地と俳句の繋がりの
深さ︑俳句をやってい
たからこそ感じる事が
出来るものがあった︒
ぜひまた来たい︒﹂と
笑顔で話して下さった︒
このイベントを通じて︑
俳句のすばらしさとと
もに小諸という土地の
魅力も存分に伝わって
いるようだ︒
記念募集句の俳句も︑
およそ 名の方々から
応募があった︒第１日
目の選者は小川軽舟先
生で︑結果は明朝︑市
民会館の１階で発表さ
れる︒明日も応募は行
われ︑西村和子先生を
選者としてむかえてい
る︒ 飯(田・森部 )

市民会館にて︒

を吟味する参加者たち︒小諸

▲ほど良い緊張感の中︑俳句

１２４人で小諸を詠む

2009年8月1日(土)

﹁大会でなく句会とい
う形であったので 人
という少人数の中でそ
れぞれの句をじっくり
詠むことができた︒﹂
といった感想が多く寄

服(部

)

んでみた︒小諸に吹き
こむ夏の風は︑さわや
かで心地よい︒身体で
風を感じると︑人々の
賑やかな笑い声も聞こ
えてくる︒風が吹き抜
けると︑話し声がひと
からひとへとつながり︑
小諸に広がっていく︒
そんな様子を表現した
一句である︒

髪なびく
ひとからまちへ
声なびく

風に揺られふらふら歩
いていたら︑一人の女
性と俳句に出逢った︒
肌洗う
小諸の町や
青ぶどう
彼女はそう読み終えた
後︑私に言った︒﹁小
諸は風がいいからあな
たも風で一句詠んでみ
たらいいわよ︒﹂そこ
で及ばずながら一句詠

vano‑komop@qml.sfc.keio.ac.jp

２日に向け
期待高まる
快晴に恵まれて汗ば
む陽気だったのが︑夕
立に降られて少し肌寒
いほどに気温も落ち着
いた︒大盛況のうちに
始まった︑こもろ・日
盛俳句祭の初日もその
長い一日を終えた︒
初日の参加者は︑当日
の申込者なども含めて
総勢１２４名にまで上
った︒全国各地からこ
の小諸の地に訪れ様々
に想いを馳せながら俳
句を詠んだ︒この日盛
俳句祭は︑結社の枠を
超えての俳句会で全国
的にも大変珍しい試み
であった︒
終わった後︑﹁違う
結社の方々との句会な
らではの刺激を受ける
事ができ大変良かった︒
﹂

80

第１号記事内で「こもろ・日盛俳句祭」は今回で十回目
と書かれておりましたが、正しくは今回が一回目です。
大変申し訳ありませんでした。

感想はこちらまで

編集長も

夕立

版

ろ
も
こ
版
ら
わ
か
2009年8月1日(土)

朝顔
慶應義塾大学

第３号

加藤文俊研究室発行
編集責任者：森部綾子

今回の選者︑小川軽
舟さんにお話を伺っ
た︒小川さんと俳句と
の出会いは２０代半
ば︑ひとつの句にあっ
た︒﹁秋風や模様のち

がふ皿二つ﹂︒大正時
代初期に活躍した原石
鼎という詩人のという
句である︒この句か
ら︑何気ない日常を表
した中に︑あたたかさ

特選は市川葉さん

歓喜の声飛び交う

第２号記事内に掲載されて

小川軽舟選

日盛りやちひさな駅に人を待つ

︵小諸市 市川葉︶

田水沸く学校の窓ひしひしと

︵土屋未知︶

引出しを開けて気の化や夜の秋

︵松本市 野尻みどり︶

夕すげの野や青年の荷の高し

︵松本市 野尻みどり︶

雨を見る青唐辛子炒めつつ

︵横浜市 山西雅子︶

山羊は尾をみじかく振れり日の盛

︵小諸市 市川葉︶

︵上越市 町田綾子︶

信州の朝の太陽青りんご

小諸で一句

再びの日盛会の旗涼し
や懐かしさが感じら
︵日野市 辻梓渕︶
れ︑説明がなくとも自
居酒屋の裸電球冷奴
然と情景を思い浮かべ
︵横浜市 小沢麻結︶
ることができる︒
風鈴や灯ともし頃の坂の町
小川さんにとって俳句
︵豊川市 服部佳子︶
とは︑﹁思い描いた情
雀らに午後の時間や青胡桃
景を１７文字という短
︵小諸市 大根原志津子︶
い言葉で詠んだ人の頭
の中にイメージをつく
りだす︑ひきだすこ
と︒﹂だそうだ︒ま
た︑俳句をつくる過程
露こぼれ きらり輝く 笑顔かな
で︑季語と文字とを組
み合わせるところにも
きらり輝く朝露がトマトをより一層おいしく見せる︒朝７時︑
おもしろさを感じると
朝採りトマトとキュウリの差し入れが与良館に届く︒これぞ
おっしゃっていた︒
夏休みに田舎に帰って来た小学生の気分なのではないかと思
お忙しい中︑私たちの
うほどに気持ちが一気に高ぶった︒さっそく真っ赤に輝くトマ
話に耳を傾けていただ
トをまるかじり︒あまりのみずみずしさに思わず汁をこぼし
けた小川さんの額の汗
そうになった︒周りには自家製味噌をつけた太く︑色鮮やか
をぬぐう姿に﹁愛﹂が
なキュウリをかじる仲間たち︒皆が自然と笑顔になれる空間
伝わってきた︒ 服部
がそこには出来上がっていた︒この一句に自然の恵みと小諸の
(
･
上地 )
皆さんの温かい優しさへの感謝の気持ちをこめて︱︒森(部 )

申し訳ありませんでした︒

できないものでした︒大変

いたメールアドレスが利用

掲載内容訂正
のお詫び

受賞句出揃う

2009年8月2日(日)

こもろ・日盛俳句祭二日目︒昨日つくった俳句の
授賞式が行われた︒特選一作品︑佳作十作品︒
道路脇に咲く朝顔に
雨水が滴り︑涼風が気
持ちよい八月二日︒こ
もろ・日盛俳句祭︑二
日目が始まった︒参加
者は︑早朝からジャン
ボタクシーで吟行する
ほか︑各自街を歩いて
俳句を詠むなど︑各々
で俳句を楽しんでいる
様子が見られた︒午前
十時︑初日の句の入賞
作品が発表され︑小諸
市民会館の前に歓喜の
声が飛び交った︒特選
を受賞したのは市川葉
さん︒受賞者にお祝い
の言葉を掛け合う光景
からは︑それぞれの句
から情景に思いを馳
せ︑俳句を純粋に楽し
んでいる参加者の姿を
垣間見ることができ た︒

入選発表
記念募集句
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夕雲
実り待つ青りんごと
松井農園りんご畑コース
十時十分発のりんご
畑コースに同行した︒
ジャンボタクシーに揺
られること約十五分︑
松井農園に到着︒駐車
場の前の販売所には野
菜や果物︑りんごジャ
ム︑ジュースなどが並
ぶ︒農園方と一緒に坂
道を登り︑いざりんご
畑へ︒木には青々とし
た小さなりんごが赤く

2009年8月2日(日)
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訂正と
お詫び

第３号朝顔にて野尻さんの句に誤字がありました︒

引き出しを開けて気の化や夜の秋
引き出しを開けて木の香や夜の秋

野(尻みどり )

市(川葉 )

大変申し訳ありません︒深く反省し︑お詫び申し上
げます︒

記念句入選者

もしろかったのが俳句
だと感じたそうだ︒◆
市川さんは︑我々のイ
ンタビューを受けてい
る間も終始上品な笑顔
だった︒◆野尻さんは︑
﹁いつもどおりの忙し
い日常の中で︑瞬発に
句を詠むからこそ︑創
造的な俳句が出来上が
る︒﹂という野尻さん
の先生の言葉に感銘を
受けた︒今回の句も︑
大それたことや難しい
ことを言おうと気張ら
ずに詠んだのだという︒
その句が見事入選とな
った︒◆受賞された際︑
ホワイトボードの前で
熱心にノートに俳句を
書き移し︑赤ペンで書
き込みをする姿は︑野
尻さんが非常に勉強熱
心であることをうかが
わせた︒ 石(山 )

引出しを開けて木の香や秋の風
夕すげの青年の荷の背の高し

日盛りやちひさな駅に人を待つ
山羊は尾をみじかく振れり日の盛
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インタビュー
なるのを待ちわびてい
るかのようにたくさん
実っていた︒参加者の
最初の句は︑昨日︑市
方々はりんご畑の真ん
川さんが小諸駅で待ち
中で︑思い思いに創作
合わせをしていた時の
活動に取り組んでいた︒ 様子を詠んだもので︑
青りんごは夏の季語だ
小さな小諸駅で︑待ち
という︒まさに今この
人をしている時の気持
時期にぴったりな夏の
ち表している︒◆あと
りんごがさらに想像力︑ の句は︑吟行をしてい
創作力をかき立てる︒
る中で︑市川さんが尾
森部
瀬の鹿の谷に行かれた
(
)
時に︑ちょうど餌が与
えられている鹿の中に
一匹の山羊がまぎれこ
んでいたのを見て詠ん
だ一句である︒◆市川
さんが俳句に興味を持
ったのは小学校三年生
のとき︒当時︑担任で
あった国語の先生が短
歌の先生で︑短歌のほ
かにも俳句などを作っ
たり詠んだ中で一番お

蝉のこえ

青いもみじの木漏れ日が美しい万酔園︒そこで
出会った︑一人の笑顔の魅力的なおばあちゃん︒
お茶室の縁側に腰掛け︑一生懸命にメモをとっ
ていた︒知識を吸収していこうとする姿勢から
は俳句に対する愛
を感じた︒
﹁これ私の家の近
くでしか売ってい
ないの︒疲れてい
るでしょ︒﹂と︑
飴が詰まった袋を
取り出した︒暑い
日差しの下︑私の
手には︑そんなお
ばあちゃんの愛に
溢れた色とりどり
の飴が乗っていた︒
上(地 )

小諸で一句

混じる晴れ間の

例年はうっとうしく感じるほどの蝉の鳴き声も︑今
年は雨が続いているせいか聞こえてこない︒夏が来
たなぁ︑という実感を今まで与えてくれていたこと
に気づき︑蝉の鳴き声がないことに寂しさを覚える︒
そんななか︑晴れ間が広がり︑空が明るくなった︒
数分後︑蝉の鳴き声が聞こえてくる︒嬉しく思うも︑
またすぐ鳴きやんでしまった︒蝉も自らの存在を誇
らしげに主張していいのか悩んでいるよう︒本格的
な夏の到来が待ち遠しくなる︒ただやはり︑暑苦し
さの中に蝉の鳴き声は苛立ちを感じてしまうのだろ
うが︑それをも楽しみに待つことにしよう︒ 飯(田 )

戸惑いの
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