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● 方代
わからなく なれば夜霧に垂 れさがる黒きの れんを分けて出で ゆく
今日は今日の悔を 残して眠るべし 眠れば明日があ り闘いがある
眠り 給え、眠り給え よしらじらと梅林 には梅樹のかげ しずかなり
ふかぶかと 雪をかむれば石す らもあたたかき 声をあげんとぞす る
黄の棚の外の群集 よたしかなる主 義なし主張もな くてひしめく
寂しい が吾れにひとり の姉があるかなし きを打つこのと きのまも
いつわりの履 歴書を書き送りし をある日ふと思 い出したり
不貞不貞と畳みの 上に投げだせし 足といえどもせ つなかりけん
ガメラン の楽沁むる夜半 の海岸にうちあ げられし軍靴一つ
瞳をつむりわれ にだかれている姉 よこのしばらく の姉と弟
ゆ くところ迄ゆく 覚悟あり夜おそく けものの皮にし めりをくくる
かなしき の上に泪を落とす 時もわたくしの 感情にはおぼれて おらず
声あげて名物お紺 きちがいが唄え ば新宿に又夜が 来る
ゆく 所までゆかねば ならぬ告白は十五 世紀のヴィヨン に聞いてくれ
東京に雪が みだるる花屋には ニバもミモザも ほしいままなり
血を喀けるマルグ リットにひざま ずく遂の歓喜は 吾にあらずや
明日は 明日の生きかた がある一輪の花 と財布をおし込み て去る
下し扉が下が りつつ軋しむ十八 時目的のなき方 代も急ぐ
ひろいたる赤き羽 を胸につけて酔 いし竹花を抱え てどこにゆこうか
地下道 をねぐらときめて 今宵ホールの楽 に合わする
なま酔いの二人 のこして引あげ る時三遷の教がか すめし
常 に弱き富永助男 にずっしりと重き 鰆の頭を送る
桜木の駅 の広場にたむろし て世の白猫をな す風太郎
青年のこの風太郎 の倫落と吾の未 来といずれとも なし
股倉 に首をはさみ合 いて眠る風太郎 の群れに赤き月落 つ
西東風のま にまに彷徨いの群 の中により歌生 れんとする
天の下吾が世とき まきてはばから ぬ神の所属の彷 徨いの徒よ
青ぐ らい野毛横浜の坂 道の修羅を下る 流転者方代
エジプトの太 古の夜の饗宴の つづきかと野毛の の市よぎりゆく
冬の日が遠く落ち ゆく橋の上ひと り方代は瞳をし ばたたく
働かね ば生きねばならぬ 運命をある夕ぐ れどきに思うよ
シグナルの青と 赤とのまたたき よ平和はここに溢 るるばかり
水 うみの氷の穴よ り魚をとり君は 君のみの生甲斐を まもる
右往左往 のおらび逃がれて 夕方の屋上園に くどき初める
野毛坂の坂のあか りにしたい来る 名に負う港の乞 食貴族よ

-2-

汚 れたるヴィヨン の詩集をふところ に夜の浮浪の群 に入りゆく
薄にぶき暈 をかむれる月の 下奪え奪えとそ そのかす声
おから寿司水と一 緒にのみおろし 売られゆく娘に マフラを投げる
父知 らぬ子を産みお ろす若き娘に生の 卵を一つ置きて 去る
虫一疋ひね り殺して寝てしま うああ人
十月三十日のあけ のわさびの強い 香よ人間に近い 泪をながす
大阪の 佐伯に逢いぬも う吾のゆく所はな し死んでしまお う
亡き母よ侮る 勿れ野気市の夜の とどろきに歌一 つなす
赤い軸のマッチの 火にてらされて 吸いつける時涙 ぐみたり
亡き母の ふるさとに来て 腹赤き蟹の子供 を吹きちらすなり
祖師堂の藪の中 からモモンガーア が出て来ると云 ういまでもこわ し
東 京もさらりと忘 れ炭窯のほてりの 上に眼をさまし たり
クローバ ーのこまかき青よ 落したるかげも しみいる今日の思 いよ
草むらにまろべる 胡桃の黒き実を 一人の青年が跨 ぎてゆけり
笛吹 の土手の枯生に 火をつけて三十六 計にげて柿食う
右左口の名 に負うお坊先生も 死んでしまえば 石とこおろぎ
桂一郎も切らねば ならぬ野の果に 未来の風がそよ ぎをぞやめつ
口染め てびなんかつら 酒をそそぐとき 竹花忍にやたら逢 いたし
赤い実の野茨 を食べてゆく時も ぶきみなそらは 額に晴れたり
仕末のつかぬ俺の 所の所業にてこ ずって身をけず る姉が浅間町にあ り
せきれ いの白き糞より一 条の湯気たちの ぼるとき祈りなし
ひとり吾をおき ざりにしてひし ひしと美濃の平野 に稲のすれあ合 う
伝 承の学問と云う を身につけて生き る時間をちぢめ ているよ
盛りたつ 湯気をはなれてな べぶたはてらえ らと空にあがらん とする
おかせしは胎動に 耳おしあてて極 道邪悪の瞳をか がやかす
野の 末に白き虹たつ くれどきよ吾に 憩いの片時もなし
よいどれの 父になぶられいる 母のひたにおび えて幼年過ぎき
宿無しの吾の眼玉 に落ちて来てど きりと赤い一ひ らの落葉
世の 人羨む勿れわたく しの愁歎などは さらさらになし
白い靴一つ仕 上げて人なみに 方代も春を待って いるなり
とぼとぼと歩いて ゆけば石垣の穴 のすみれが歓喜 をあげる
まっく らな電柱のかげに どくだみの花が 真白くふくらんで いる
春を惜しむこの 国の人幾重にも 幾重にも上野の山 とりまけり
無 一文のわれもこ の民衆にひとり にてずれし靴下を 又あげてゆく
ポケット の底にかわけるも に粒を母よ母よ と噛みしめるな り
包丁の錆を落とし てねてしまうた だそれだけの方 代と風
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一 足の泥靴がしめ るその位置に呆然 とわれ立ちすく みたり
気の向ける まにまに生きて あることを芝山 永治来てゆさぶる よ
何ごともなかった ように一本の杉 は季節の花をつ けたり
借り て来しさつたば を前につみかさね 一本の「憩」を 吸いおわりたり
たわむれに ながろうべしや道 玄の坂のぼりつ つ月の照る坂
天にのびる高き教 会の石垣の下に ころがる方代と 石ころ
羽白き 鴉がさわぐ空の 下女風太郎はみご もりにけり
東洋の暗い夜 明けの市に来て阿 呆陀羅経をとな えて歩く
風太郎の背に刻ま れし自来也を赤 き不思議な月が のぞけり
歌をよむ 吾をたたえては ばからぬ幾千万 の浜風太郎
人斬の辰も牢か ら帰り来てじゃが たらいもの種下 しおり
フ ランソア・ヴィ ヨンの詩鈔をふと ころに一ッ木町 を追われゆくなり
東京にみ れんはないが真黒 いかの地下道の 口は呼んでいる
ガスをはなてる運 河をのぼり野気 山の死人舞踏之 図をふりあおぐ
ばら の木に返り咲く ばらの花あればく やしき涙にじみ 来るなり
くれないの ほこりぞあがるか の街の若き聖者 を今日はたずねん
かたばみの葉をぬ らす雨よ娘はひ くく奪っていい のよ奪っていい のよ
黒き血 をはきながら君 が残したるこの つめあとも越えね ばならぬ
ひとむらの柳 の下に店はりて君 の手紙を待ちく らすなり
野気坂のすずらん 燈の灯の下をつ れられてゆく浄 き女犯よ
キリス トの寝言に非ず花 とばく呼ぶ野気 伝助の声しむるな り
東洋にあやに貴 き君あればせっ せと方代もかなし きを打つ
道 ばたに焚火があ ればまたぐらをあ ぶりて又歩き出 す
今日はも う十一月の二十日 なり桐の梢空に 桐の実が鳴る
野気橋のここを過 ぎればしらどり の鴉の糞が天よ りみだる
電柱 にもたれて眠る ときすらも道直 として朝ぎりたて り
かんどころ えぐらればがら言 問いし文をうつ して君に送らん
つづまりはここに かえりて来てか なしみて人間万 歳をくりかえす なる
静か なる夜の街を去る ときさえもわが まわりのみ風さわ ぐなる
ここにわれ見 て立つために青 桐の葉が青きまま 地に散る
地上に夜が下りて 来れば新聞紙小 さくまるめ吾マ ッチ摩る
占いの 紙を上からおさえ いる一つ一つの 石生きている
東京の星の下に はこおろぎを肌 黒き捨児が鳴いて おりたり
高 くのぼった月の 光りに照らされ しひとりの吾に愛 隣もなし
くりかえ しつたえる朝の報 道の事実と云え ど信じる勿れ
地下鉄の口に吸わ れてゆくかげに われ踏み入りて 消息をたつ
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従 が働きおれば窓 ぎわの枇杷の木が びわの葉を鳴し おる
さりげなく 茶碗を置きぬか くばかりこころ くばりて生きねば ならぬ
一人のリルケも生 まれぬこの国に 住みなれて小さ な槌を光らす
黒き 葉はゆれやまざ りき犬死の覚悟を きめてゆくほか になし
水筒が一つ 下れる壁の中をた だよいてゆく氷 山あり
皿の上にトマトが 三つ盛られおる その前におれが いいる驚きよ
机の上 にひろげられた る五本の指よ瞳に 見えるものみな 過去である
コップの中に るり色の虫が死ん でおるさあおれ も旅にでよう
一枚の落葉のかげ にて何ごとかお こりおるとも見 えねば知らず
地上より 消えゆくときも 人間は暗き秘密 を一つ持つべし
急ぎ足しておわ らねばならぬちち ははのみ墓も早 く立てねばなら ぬ
こ ころざしひるが えし見れば窓に干 すシャツすら白 く風にまぶしい
吹きぬけ て消えゆく思い夕 方を車道があれ ばわたりてぞゆく
吸いすてし煙草の けむりののぼる のもわれにくわ えるものと思う
この われが山崎方代 であると云うこの 感情をまずはあ ばくべし
私に早く帰 ろう水楢の落葉の 下に早く帰ろう
鶏の背を二よれ三 よれよれて消ゆ 寒き夕べの風と も思う
机の上 の手をすかしみ つむるのみにて 雨ははげしく降り 出す
ことごとく空 しき歩みつづけ来 て尚この道にゆ き暮れんとす
ほしいままに地上 に充ちているも のもすでにおか されていると思う
茶碗の 底に梅干しの種二 つ並びおるああ これが愛と云う ものだ
ずぶずぶにぬれ たる犬が袋小路 をあてなく通り又 通りゆく
い つ見ても黒くよ ごれし枇杷の葉が かさなり合える ここにあらしめよ
日本の三 月三日なり柿の木 に柿の挿木をし て又たとう
石臼の石に目盛に 置くほこりああ 遠く久しく来た る
たた みの上に猫背の かげを落さしめ 夜中の風の音に聞 きおる
障子に西日 が永遠なりわれは 只唇噛みしめる ばかり
ひび黒き湯呑が一 つ聡明な時の流 れの中にて立て る
牛乳 の中に飛込みし蝿 の黒いのは明晰 にして知らぬもの なし
手の内にあた たまりたる石こ ろは風雨にたえて 来たる石なり
いつのころか知る べくもなし真う しろに猫背のか げを落してぞゆく
土の上 に黒い小さいかげ を持ちおれはお のれの歩みをつづ ける
年若き甥に使わ れているわれを 口の端にすらかた り給うな
庭 土をわずかにそ めてひっそりと 雪がやんでおる死 ぬるは易し
蟻地獄の 巣にかこまれて一 つの川石がころ がるその下にお れを埋めてくれ
土の面にわずかに 出せし石ゆえに 水晶の如き霜を 立たしむ
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な まあたたかき指 もふるるな永遠に もの言わぬ壺口 黒く立つ
そそぎ水の 黒き上にて朝顔 の花が赫々とし ている
誤って生れ来しわ れが新橋の鋪道 の右側をおされ てゆけり
なか 高に酒を盛りた る盃ゆえに不動の かげを卓上に置 けり
あさ毎にお れすらつとめを持 つと云うかかる 悲哀を人は知るべ し
陽をかえす広告塔 が地面よりゆる ぎなきかげを立 たしめておる
鳥の巣 はたえまなく風 にさわげども中の 卵は動く事なし
はがまの上に はがまの蓋がある この約束は学ば ねばならぬ
ととのわぬ乳首の 頭の赤ければす でに不幸は初ま っておる
一足の黒 靴がならぶ真上 より大きな足が 下りて来たる
人間が人間をさ ばくまちがいを常 識として世は移 りゆく
旅 路の終りに遺す この泥の鈴振れば 鈴はかすかに鳴 れる
湯呑より しずかに湯気の立 ちのぼるそれを みつめて夕餉を終 る
歳月の中に生き来 し石ゆえにはげ しく夏は焼けて 怒れる
かぎ りなき雨の中な る一本の雨すら土 を輝きて打つ
じめじめと 父と母とがあらそ いしあのあらそ いは今もわからず
あたらしき悔い残 すため生くるた め今日も朝から セッコウをねる
死に給 う母の手の内よ りこぼれし三粒 の麦の赤い種子よ
さりげなく茶 を呑み下すことす らもつかわるる ものの抵抗なり
ほんとうの酒がこ の世にあった時 父もよいにき吾 もよいたり
すりへ りし靴の踵を引き ずって家あれば 家に帰らねばなら ぬ
月光の地上にく ろく石くれのか げを置けども月の かげなり
す てられし下駄に も雪がつもりおる ここに統一があ るではないか
散るべく して地にちる葉の 紅くとも再び歌 にする勿れ
じぶんの火はじぶ んでつけよう何 ゆえか年四十を 積み重ねたる
たと うれば小石も星 もおなじうして 吾は只ひとり行か ねばならじ
一枚の手鏡 の中におれの孤独 が落ちていた
えにしだの花も霞 もコンコンと地 を打ってる死ぬ るに如かず
机の 上にひろげられた る指の間をむな しい時が流れてい るよ
バラならばバ ラの花つけ返り 咲くこの忍従をわ れはさげすむ
ほどけたる靴ひも をゆわきなおさ むとかがめる時 に吾がある
明日の ことは明日にまか そう己よりおそ ろしきものこの世 にはなし
世に出てすでに 久しき糸杉のぐ るりをそめて雪が やんでおる
残 雪を吐き出しな がら鳴く蟇のそ の太き喉をえぐり 視るべし
ふるさと のつがの根本にた まりたる落葉の 下に帰ろうべし や
ポケットの底のボ タンを握りおる ことすら右手は すこしも知らず
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別 れゆく竹花忍も 真うしろに小さな かげをまといて いたり
指をもてミ モザの花をあた ためていること すらも不幸のこと だ
善意もて許せしこ とのつぐないに まず身ずからの 首をはねるべし
十月 のこの石の上に ひれふせるいちま いの木の葉に統 一がある
ときのまに 死ねば死ねると云 うことのかかる おごりを持ってぞ 生くる
何か知らねどいざ なわれゆるき坂 下り赤煉瓦の石 道を踏む
それだ けのことで終よ もみ粒に陽の当た りいて人一人か くる
夕ばえに赤く のびたる石くれを あやぶくぞわが 踰がんとする
草むらにすてられ ておる蹄鉄をひ とりの修羅が踰 ぎて去れる
石の上の 雪がひそひそつ もりおるかたわ らに立つ吾すらも なし
ねむの木のこの しなやかな弾力に ゆだねることを 許し給えよ
し んと立つアララ ギの木のかたわら をぬくみかすか に歩いて通る
がぶがぶ と冷えたるお茶を 呑み終る如くせ わしく終らんとす る
柚子の実がさんら んとと地を打っ て落つただそれ だけのことなの よ
両の 手をむなしく組 みているわれに一 年は過ぎ二年は 過ぎ
はなやぎて 夏の夜空をめぐる 灯に立ちどまれ ども濺ぐものなし
ゆえしらぬ涙は下 る朝の日が茶碗 の中のめしを照 せる
丈ひく き一本の黒い草 の穂がささげた る紺が天なのだ
唇の先とがら せ見たもののわれ と茶碗の差は明 確なり
名も知らぬ土橋の 下にただよい来 てしずみ果てゆ くこと許されよ
又今日 おも悔をかさねる 原因は頭上に照 れる太陽のためぞ
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● 右左口
わからなく なれば夜霧に垂 れさがる黒き暖 簾を分けて出でゆ く
ふでぶてと畳みの 上に投げ出せし 足といえどもせ つなかりけん
働か ねば生きねばな らぬと運命をある 夕ぐれどきに思 うよ
右往左往の おらびのがれて夕 方の屋上園にく どきはじめる
地下鉄の口に吸わ れてゆくかげに われ踏み入りて 消息をたつ
声あげ て名物お紺きち がいが唄えば新宿 にまた夜がくる
くりかえしつ たうる朝の報道の 真実といえど信 じる勿れ
東京に雪がみだる る花屋のにはニ バのミモザもほ しいままなり
占いの紙 を上からおさえ いる一つ一つの 石で生きている
せきれいに白き 糞より一場の湯気 たちのぼるとき 祈りなし
春 を惜しむこの国 の人た幾重にも幾 重にも上野の山 とりまけり
寂しすぎ る記憶のつづき今 日もまた腐れし 靴に木釘打ちこむ
くらがりの電柱に ビラを貼りて去 るこの青年につ つがあらすな
かつ てわれ兵に召さ れて忠節を励みて 二つ星いただけ り
息絶えし胸 の上にて水筒の水 がこぼりと音あ げにけり
ガメランの楽沁む る夜半の海岸に うちあげれし群 靴ひとつ
狂いた る本間一等兵が タラップの闇に 女房の名を呼んで いる
十八史略の素 読より始めいまこ こに靴の裏打つ 業になまける
亡き母よ侮るなか れ野気市の夜の とどろきに歌ひ とつなす
「悪人 を求む」とぞいう いかばかり大き 笑いの底のなげき か
たそがれの民衆 の前にかがまり て祈るがごとく靴 を光らす
羽 しろき鴉がさわ ぐ空の下女風太郎 はみごもりにけ り
東京に未 練はないがまっ黒 いかの地下道の 口は呼んでる
組み立ての店の空 にて陽をはじく 木の芽よかなし 結ばせたまえ
茶碗 の底に梅干の種 二つ並びおるあ あこれが愛なのだ
道ばたに焚 火があればまたぐ らをあぶりてま た歩き出す
赤い実の野ばらを 食べてゆくとき も不気味な空は 額に晴れたり
宿な しのわれの眼玉に 落ちてきてどき りと赤い一ひらの 落葉
羽釜の上には がまの蓋がある この約束はまもら ねばならぬ
地上に夜が下りく れば新聞紙小さ くまるめわれマ ッチ擦る
今日は もう十一月の二十 日なり桐の梢に 桐の実が鳴る
暁の名古屋の五 時に鳴る鐘はわ れの心にしみとお るなり
一 生をこせこせ生 きてゆくことの すべては鼻の先に 出ている
おずおず と鼻をならして仕 えおる犬のたぐ いといわばいう べし
誤って生まれきに けりからす猫の 見る夢はみな黒 かりにけり
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灯 をつけぬ舟がか すめてゆく運河す べてのものは漂 うがごとし
雨蛙海草に くるみてひと息 に呑みくだせし がいかになりけん
にわとりの卵は弱 い純ちゃんが朝 々たべるものと 思いし
机の 上の手を透かし 見つむるのみにて 雨ははげしく降 り出す
おもむろに まなこ閉ずれば一 きれの塩からき 世は消えてゆくな り
笛吹の土手の枯生 に火をつけて三 十六計逃げて柿 くう
雲雀子 よ早く孵せよこ の麦も少し早いが 刈らねばならぬ
人斬りの辰も 牢からもどり来て じゃがたらいも の種おろしおり
いつの世の夕陽の 色か籾がらの山 のくぼみに赤く 匂える
ふるさと の栂の根元にた まりたる落葉の 下に帰ろうべしや
一枚の落葉のか げに何ごとか起こ りおれども見え ねば知らず
ね むの木のこのし なやかな弾力にゆ だぬることを許 し給えよ
えにしだ の花も霞もこんこ んと土を打って る死ぬるにしかず
鶯宿大尽金門蔵の 大黒の落書よみ ておっかあ恋し
遺さ れしその妻と子 がどのように生き てるのか誰も知 らない
鶏の背を二 よれ三よれよれて 消ゆ寒き夕べの 風とも思う
ふし穴の奥より洩 れている灯のご とく今宵あるな り
更けて ゆく夜の炬燵を 親と子がかこみ てにがい茶をのん でいた
たかがひとり の女じゃないかて らてらと十二月 の爪が輝く
呑代もかせがにゃ なるめえしつれ あいも探さにゃ あならないし
何のた め四十八年過ぎた のか頭かしげて みてもわからず
青梅がぽつんと 土を打つ音に遠 い歳月がある
う すぐらき棚に価 をつけられてわが 著書があるここ にいたかよ
たべなが ら汗を流している ことを賢き君も 気づくことなし
それはそれは山の 獣も知らざりし 寒き夜ふけを母 は死にたり
ここ はいずこの国ぞ 亡き父の帽子が 釘にかかっている
青桐の垂れ る夕べの靄のなか 花より白き君に したがう
聖ドニの僧房ふか くこもる身もう つし身なれば声 をあげたり
善光 寺の信者の群にも ぐりこみ手足を のばして一夜をね むる
伊吹山の麓の 寺に二夜寝てひ と夜男根をもてあ ましたり
何もない頭の上を 音たてて風が吹 きゆくおかしい ね
ネクタ イに首をくくりて いでくれば町は 働く人ばかりなり
涙ぐましいこと なりしかなわが 手よりすべり落ち たる皿割れにけ り
夜 おそく出でたる 月がひっそりと しまい忘れし物を 照らしおる
春の日は しずかなりけりつ ぎつぎと鰌は鶴 の喉くだりゆく
がぶがぶと柄杓の 水を飲みおえて いま帰りきし家 また出でてゆく
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男 五十にして立た ねばならぬめんめ んと辞書をひき ひき恋文を書く
低くつぶやくこ ともなかりき

焼酎の酔い のさめつつ見て おれば障子の桟 がたそがれてゆく
裏の柚子の木に日 が当っている
べっ たりとへばりつ きいる木洩れ陽を 笹の葉っぱがゆ さぶりおるよ
ほのぼのと 闇をつつめる鼻あ らばわれ今生の 愛を申さん
酒を売る店のおか みとたちまちに 親しくなりて居 を変えてゆく
おもむ ろに茶碗のふた をそっと取りすす れどだれもいる はずがない
一本のくびれ しがまの穂を伝い 「お三夜さん」 の月がのぼるよ
ねむれない冬の畳 にしみじみとお のれの影を動か してみる
にょうぼ うという細長き へらもてひとり 背中を搔いている
もう姉も遠い三 途の河あたり小さ な寺のおみくじ を引く
そ して夜は雨が激 しく降ってきてた だ暗がりにひと り寝るだけ
板きれの 釘ふみ貫きしその 日より不幸のこ とが多くつづくよ
ちょろちょろと鏡 の中に燃えてお るあれが閻魔の 舌かもしれぬ
墓石 の裏も洗って気 がねなく今夜の酒 をいただいてお る
米倉山の上 から見れば右左口 の村はさびしく あからさまなり
一鍬ずつとなりの 畑をせぶり合い 虎男も武もまだ 達者なり
おのず からもれ出る嘘 のかなしみがす べてでもあるお許 しあれよ
井戸端の砧の 上にほんのりと雪 がたまって止ん でいた
膝がしらに顎をの っけている顔を 白きめんどりの ぞいて去れり
吹きっ さらしの石橋の下 へ太陽がいたく 疲れて転がりてゆ く
口あけて列のう しろで仰げども 天からは何も落ち てはこない
汲 みおきの手桶の 底からのぞきおる おのれの頰に手 を当ててみる
生まれは 甲州鶯宿峠に立っ ているなんじゃ もんじゃの股から ですよ
あの声は壺の口よ りぬけいでてさ まよう首の声な のだ
今福 さんの真珠のご ときお嬢さんに 届けん夏の雪を待 つかな
更けてゆく 夜の鏡にひずみお るおのれの鼻に 墨ぬってみる
担ぎだこ取れし今 でももの見れば 一度はかついで みたくなるのよ
ぶつ ぶつと聞きもとれ ないこと言いて 今日一日もうまく すごせり
蠟の灯に浮く み仏の唇はいき いきとして血の匂 いする
ゆで卵ひとつ手に 持ち急げども他 人の家の敷居は 高し
とっぷ りと雪に暮れゆく 六日町桃色の灯 がひとつともれる
ゆく秋のわれの 姿をつくづくと 水に映して立ち去 ってゆく
手 のひらに豆腐を のせていそいそ といつもの角を曲 がりて帰る
足もとに 生まれたる風一枚 の木の葉たちま ち裏がえしせし
行く先をもたざる われも夕方にな ればせわしく先 をぞ急ぐ

- 10 -

焼 酎の酔のさめつ つうかがえばなべ てあの世のかげ ばかりなり
藪かげの小 さきわが家に一 枚のハガキがあ した投げこまれた り
端泉寺の和尚がく れし小遣いをた しかめおれば雪 が降りくる
首の ない男が山をく だる時すでにみぞ れは雪にかわれ り
箸をもて茶 碗のへりを鳴らし おる日の暮れど きに男ごころは
赤き色の落葉をく べてこごえたる 前と後ろをあぶ りていたり
人間は かくのごとくに かなしくてあとふ りむけば物落ち ている
危うきかな一 匹の白猫が闇に去 ってゆく
つくづくと見まも る草の花赤し無 量の色も記憶に すぎず
わがため に一株だけが花 をつけ又はらは らと花散っている
亡き父もかく呼 んでいた道ばたに 小僧泣かせの花 が咲いている
こ れもまた幻なる か水甕の肌にぼん やり日が当りお る
選ばれし この運命にしたが いて今日は土瓶 の垢を落とせり
きさらぎとやよい の雪がかさなり てわが草庵を白 くとざしぬ
近づ けどずっと向こ うへ道はのびどん ぐりの実がころ がりいたり
みぞれ降る 日暮れの道をたず ねてきてなにが しかの銭置いてゆ きたり
今ごろになってよ うやく雪がとけ バケツの底を雫 がたたく
死ぬほ どの幸せもなく ひっそりと障子 の穴をつくろって いる
見ていると小 さな毬がころげ来 て茶の木のかげ に隠れていった
ぱっとした喧嘩二 件も新宿の夜の とどろきにまぎ れゆきたり
電燈の 紐をひっぱり寝て しまう明日の茶 漬を待つことにし て
この夜の観音さ まは女体にて鼻 の先よりまさぐり 始む
ほ ほけたる穂草を 鼻に詰め込みて極 楽浄土へ急ぎた まえり
その人の 冥利は伏せて黙々 を小さな猪口を 傾けておる
右の眼をうっすら あけて見ておれ ば紙の袋が立ち あがりたり
ふる さとの越後にか えり二日目のあ したを黙っていん でしまった
なにか善い ことをしとげた気 持にて無縁仏の 墓おこしやる
遠き 女もかすかなるか な

あくる日のたそが れのころ一枚の 木の葉が枝をは なれゆきたり
みず からを守っておれ あ冬の雷

舌の先にてよ くあたためて方 代の名前の下に印 赤く押す
外はもう西風が出 てこそくりの反 古紙の文字よみ かぬるかな
これは これ片目の博徒あ らわれて大きな 太鼓をどんと打ち たり
耳が片っ 方おちている

それはもう判こ のようなさびし さを紙きれの上に 押してもろうた
夜 の深々と更けて いる

のこり葉 のかずをたしかめ 朴の木の広き落 葉をあつめてい たり
あきらめは天辺の 禿のみならず屋 台の隅で飲んで いる
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皿 はもう土をはな れて天上のあまね き渦に流れそめ たり
幸せは捨て た子猫よわれよ りも先に帰りて いるではないか
もう何も申しあげ ません夜は早く 灯を消して眠る にしかず
大正 初年の生れにて 柿の実は三つ残し てもがしてもら う
少年と少女 もじっと雪の夜の 雪の話を聞いて いた
雨が止んでいる猫 のおじやがこま かい花をつけて おりたり
呑代を すこしへずって いと小さき赤い財 布を求めて来た る
満ちのぼる月 に今宵は供せんと 土瓶は酒をあふ れしめたり
よるべなき拳のご とき生涯を唐木 先生拍手送れり
袂より木 瓜の実ひとつと り出してあなた の白い手にのせて やる
今晩は向こうの 村の念仏によばれ て鉦を叩いてい る
寒 いので落葉を焚 いてこの冬もここ に籠りて待ちく らすかな
冬の日を いっぱい入れてお 形見の服を取り 出しまたしまいお る
種壺の種を握れば ころころと権兵 衛さんの声が聞 こえる
知る ことの空しさ心 づもりなど南天の 実が教えたまえ り
わたくしの 心の内にも神あり て人をあやめる こと業とする
魂をわれはしずめ て笛吹の石に仏 の面を刻みたり
信貴山 の縁起絵巻にあ るように念力法 力ほしい時もある
かたわらの土 瓶もすでに眠りお る淋しいことに けじめはないよ
右の手に鋤をにぎ って立っておる おや左手に妻も 子もいない
青年が たちあらわれてま っすぐに夕焼け の海に身を投じた り
うけ皿の蠟燭に 灯を入れて更け ゆく星のごとくあ りたり
埋 没の精神ですよ ゆったりと糸瓜は 蔓にぶらさがり おる
この頃に なりてようやく死 をおそれ薬をも ちいて髪を染めた り
移りゆく冬の時雨 にぬれながら石 青々とと静まり かえる
よう やくにかなし寂 し面のしみ無頼 のしわも深くいれ たり
降りやみし 雪うすうすと受け とめし朴の葉っ ぱのそのやさし さよ
風の中を歩いてい って仕舞いの湯 の五右衛門風呂 を浴びておる
亡き 父の判この名を削 りとりその子の 名前をいれている
うす暗くなっ てきたのでなぐ さみに左の頬をな ぜている
背に負える赤子の 声も暮れがたの 道の遠くにまぎ て行きたり
馬方の 道に咲いたる赤い 花ひとつ摘んで は水に流しぬ
おとろえしまな こひらきて遠ざ かる寒き木魚の音 をきいている
両 の手を闇にひろ げて二月の雪く ろぐろと受けとめ ている
こんなと ころに釘が一本打 たれいていじれ ばほとりと落ち てしもうた
つゆ霜の粒おびた だし夜をこめて 泣きあかしたる 涙なりけれ
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突 きたてし杖の先 より葉をつけてい ちじくは実を多 くもちたり
ひび黒き茶 碗と箸を取り出 してひとり降誕 祭の夜を送れり
降る雪もこめかみ も暗し寒卵お酢 にとかして殻ご とすする
もし それが采女のご とき死であれどさ あれ涙はもう流 すまい
ひざまずく われにほのけきお みなごは春のか すみの果てにとけ ゆく
牛めしを一杯食べ て浅草の人ごみ の列に顔ぶらさ げる
托鉢の わらじのひもも 太くして鎌倉山の 春はゆるめり
指先をのがれ し蝶のもどかしく 吾が初恋はここ に終れり
くろ鳥の矢羽根す るどし山神の祭 の行の父にした がう
東天紅た つみの方に矢を はなちみ山荒神 仕え祭れり
運命はかくかす かなりきさらぎの 昼をことこと粥 を煮ておる
能 面をつつめる闇 は浅からず一条の 血をはや垂らし たり
定まれる 仕事の水もたねば 穴方に今日はや とわれ穴深く掘る
穴底の水におされ て浮きあがる柩 に石をのせてお さめし
きぬ た石いしのくぼ みのありどころう す暗がりにわが 涙垂る
馬の糞ひろ いあつめている父 の夢をこのごろ くりかえし見る
椀の中にうかべし 楤のほろ苦く思 えば遠く久しく 来たる
春くれ ば春の木の芽を もぎとりてその 日の糧のたしにな したり
裏山の雑木の かげに咲いている ずさの花にもふ れてなげきぬ
うちう ちだからとくり 返し碗に盛りたる 酒をねぶれる

これはこれは冥加 につきる塩から き三尾の干魚も いただきて食う
うちう ちだから
あしひきの山沢 ふかくのがれて は水漬く巌にわさ びを盗む
鍋 墨にはしる火の 色もどかしく外の 面は西の風にか われり
ちちはは の墓のうしろに方 代の名前も彫り て朱を入れている
暗がりの縁の奥ど をのたうてる根 っこの穴もせつ なかりけり
うす 墨の枠をつけた る一枚のハガキ の中に君はありた り
たれ下がる 荒縄のはしがすれ すれに草の穂先 をなでていた
真夜中に地震はす ぎつつ鎧櫃家を うごかして笑い 出したり
遠い 遠い空をうしろに ブランコが一人 の少女を待ってお る
耳のない地蔵 はここに昔より 正しく坐してかえ りみられず
その時の亡父はか なしくくろがね の火箸を飴のご とくねじ切る
秋の陽 をつたいてのぼり ゆく鳶のとりと めもないこの冷や かさ
へり黒き湯のみ 茶碗を遠ざけて 眺めておれば日が 暮れてゆく
し みじみとうなず くことも久しか り枯木の影も月の かげなり
手をあて てなでさすれども ふるさとの納屋 の柱は昔のまま だ
道ばたの石の仏に 石をのせ今日も 娘が待っていた
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七 覚の石の川原に くだり来て父と母 との墓石を掘る
ふり落とす 涙はもろく笛吹 の風は鞴のごと く吹きぬく
床下の奥に片付け られている鬼瓦 が埃かむっとる
いに しえのランプを ひとつ見つけて来 て眠れぬ夜を明 るくともす
へり白き目 玉かしげている鶏 のとりとめのな い夕まぐれかな
がらくたの樽をつ ぶせしのみにし て陽のあるうち に飯を済ませる
生涯に またあるまじく 端泉寺の和尚があ る日たずねくれ たり
金があれば赤 き木魚を求めきて とむらうごとく 鳴らし申さん
日本の胡桃は堅し 石の上に石もて 叩きつぶして食 べる
世に出て すでに久しい石 臼をまわして豆 の粒をひきゆく
事あらば終る命 もかなしくて「柚 子十八年」柚子 の種を蒔く
す でに暁なり灰皿 の灰しらじらとた まり残れる
ようやく に鍵穴に鍵をさし 入れるこの暗が りのうらがなしさ よ
ひとりよがりのは にかみを持ちい でゆけばみんな せわしく働いて いる
一度 だけ手を唇に押 しあててそっと笑 いを呑み下した り
ああここは この世の涯かあか あかと花がだま って咲いている
ひきさきし林檎を ひとり食べ終え て夜なべの燭に 灯をつけにけり
真白い 手があらわれて 迫りくる夜のと びらの戸をしめに けり
方代の嘘のま ことを聞くために 秋の夜ながの燠 が赤しも
人間のまなこに一 度さらされしこ とのみにしても う大蛇にはなれぬ
てっぺ んより青き胡桃が 落ちてきてぽつ んと大地を鳴らせ り
ごろりと横にな りおれば鼻先に の髭つんつんと伸 びてゆく
こ んな所に小さな 黍の畑ありてさら りと穂を鳴らす かな
逢うこと は先にのばして又 もとの石橋の石 ふみて帰り来る
なんという悲しい ことだ冬枯れの 地上に家がかた まっている
菓子 折りを下げて東 京駅に立つ十六 歳の吾かげもなく
消し壺をこ そぐりおれば一日 の終りに暗い夜 が来ている
なんとなく泣きた いような気持に て揚げ玉を袋に つめてもらいぬ
朴の 葉が朴のぐるりを 黄に染めて帰る が如くやすらぎお るよ
朱の色の椀に もられし雪なれ どゆきたる人はも う帰らない
もうだいぶおそく なったとつぶや いて雨戸の棒を 内からはずす
ぽくぽ くと木魚の音も闇 ぞこへころがり 落ちてまた一人な り
支那服をまとえ る人があらわれ て闇にほのめく手 をさし出しぬ
あ あ恋に使徒のな げきを笑わんと 首をまわせば脊柱 がない
この冬も ここに坐ってみて おれば枯木に黒 き鳥がとまれり
土の面にわずかに 頭をのぞかせる 石ゆえ夕陽が赤 くとまれる
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バ ー「梨花」の女 に惚れてせっせと 通い続けて年越 えんとす
恐ろしきこ の夜の山崎方代 を鏡の底につき 落すべし
こんなにも湯呑茶 碗があたたかく しどろもどろに 吾はおるなり
つく づくと御本の指 を遠ざけて見つめ るほどの幸せも なく
うす赤い色 もつ花がこぼれて いるこんな平和 の一日もある
なんという不思議 なことだおもむ ろに蓋とって茶 をのんでいる
ヨルダ ンの夜辺のあか りが灯る頃フライ パンに油を落と す
うつむけば影 もうつむきゆえし らぬ涙をじっと こらえているよ
来ぬ人を待つ悲し みよ山茶花は蕾 もかたく土にこ ぼるる
歳月はな がれて鴬紅葉ま ばらに赤く暮れ にのこりたり
塩鮭の頭を下げ てのしのしと吾が あばら家に帰り てぞゆく
し みじみと吾は思 うよ石ころに足を すべらせて軽か りにけり
素脳天気 の作太もとうに川 石の下ですやす や安らぎておる
日もすがら鶏のう しろを追い廻す 幼い雛にすぎな いのだよ
つき つめてもの思う ことの空しくて床 に落ちたる皿割 れにけり
首のない男 が一人炎天のかげ なき道を跨ぎ急 げり
山かげ五六ヵ村の 夕まぐれひとり 生まれて一人死 にゆく
こんな にも覚悟を決め ている虫をあぶ りてあとを掃きい だしたり
ほそぼそと一 本道の日暮れどき ひとりぼっちの 姉の名を呼ぶ
起きて半畳ねて一 畳のあばら屋を 山の桜が咲きか こみたり
無情と はかかわりもなく あんぐりと砂を つめたる貝ころが れり
伸びきった一株 だけが花つけて 吾の心を見下げて いる
雨 もりのしみさえ あなたの顔にみえ 今日のうつつに こがれゆくなり
一ひらの 桜の花が流れてき て黒き机の上に とまれり
靴ぬぎの石覗くが に荀が今朝ゆら ゆらと曲がり出 でたり
恐ろ しき心の内を覗 かんと四月八日 を雪降りきたる
つばくろが 又帰りきて明けき らぬ土間しろじ ろと糞ふりこぼ す
よく晴れし冬の日 窓をおし開き鼻 の先よりまずあ たたむる
蝋燭 の芯を鋏ではさみ 切り更けゆく夜 もこの国にあり
こ の国の花なり

それとなく別 れを告げて笹の 葉にどうにもなら ない涙をおとす
早く散り候か先生 は鎌倉の花

うつり ゆく秋の時雨の日 ぐれどきひもじ きわれに訪う日と もなし
洋傘の先をつた いて雨水がしと しとと垂れている 思いかな
何 か詰まった顔か たむけて支那の 茶を二ふく三ぷく 飲んでいる
吸物の蓋 にうけたる香のも の切なきまでに 黒かりにけり
赤き色のマッチの 軸の火が赤し恋 はほのかに遂げ しめ給え
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燭 の灯に手をあた ためて寝てしまう ただそれだけで すよ
右左口村の 古き畳に灯を下 げて膝に眠れる 猫のひげ切る
論語よみの論語知 らずのこの夜を 悔いといっしょ に酔ってゆく
両の 手にバケツをさ げて七曲りまがり て今日の水をい ただく
川崎の夕方 の町にあらわれて 小さかななどを 見て廻れるよ
先を急ぐこともな きゆえじっくり と水の澄むのを 待っていた
人並み に熱など出して いしためにたらん ぼうの棘もう痛 し
幕あいの幕の うしろでがつがつ とひとり男が飯 たべている
今年初めて降る来 る雪は白くして 朱き鶏冠の上に つもれり
つかの間 の祈りにも似て そこはかとすず しろの芽がほぐれ てゆく
まったくもって まかり通れば捨て られし土瓶があ んぐり口をあけ おる
豆 炭をおこしてお れば軒ひくく煙り のようなものた だよえる
わたくし はわたくしよりも 億兆の遠くにあ りてまなこ離たず
東京を去りゆきし 人に送らんと小 さき泥の鈴をあ がなう
破れ たる障子の穴を ふさぎたる目玉が 大きく迫って来 る
どうしても めぐり逢わざる汝 のため親指かた く握りしめゆく
右の眼をつむりて 弓の糸を引く蛙 のごとき晩年な りき
よしや また黒き卵を生 み落とすなれど も天下の大事では ない
なぐさめてく れたる花もおしま いになりたるゆ えに雨戸をしめ る
古びたる鏡の底へ わが顔をつくづ く落し店を出て くる
夕月の ごとき人妻のうし ろにて涙こらえ てありしときの間
大正三年霜月の 霜の降るあした 生まれて父の死を 早めたり
田 舎芝居の幕あい のごとき生涯をさ げすむ程のゆと りとてなし
おもむろ に茶碗の蓋をとっ ている吾のうし ろを覗き給うな
出発は夜明けの土 間の明けぬ間に 立つべきものと 今も思えり
亡き 姉よ浮き世の冬 は早くして雪ば んばあがもう踊れ るよ
あの音は皿 の割れたる音なの だ時雨にぬれて 石生きている
糸よりもさらに細 かく反古紙の縒 をより溜めひと 日を生くる
われ もまたこの川石に 伏せられてやす らぐほどのいとま 賜われ
そこだけは黄 昏れていて一本 の指が歩いていく ではないか
ふるさとの納屋も 砧もどっさりと 雪にうもれて暮 れている
棘より も細かくこまかく 霜づきしこの柿 の実の色忘れまい
おごそかに箸を そろえてうす粥 の上に卵の黄身を 落す
砲 弾の破片のうず くこめかみに土 瓶の尻をのせて冷 せり
十一月十 日雲一つなく風が ないたが締めつ けて桶に水を張 る
然われさわれ野た れて死ぬはまぬ がれず色紙一枚 銭にかえにき
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深 い穴があるので どんぐりの実を一 粒落してみた
ささくれし 杭の頭にくろど りの寒の鴉が止 まりおりたり
おかたみの茶碗の へりをさすりて はお迎えの来る 日を繰っている
墨染 の兼好法師あら われて氷れる筆の 先嚼みほぐす
ぬいあげの 奥の方よりしなび たる蓮の実が一 粒出でて来にけり
額のしわ深くかか げて引越の車こ とこと引いてゆ く
ここら あたりは相州鎌 倉郡宇手広艸庵の 机下げて籠りた り
尻焦げし土瓶 の顔に陽があたり 成すことなべて 終ったようだ
盲いてゆく瞼をと して遠きひと姉 の名を呼ぶ弟な れば
踏みはず す板きれもなく おめおめと五十 の坂をおりて行く
ふるえ咲く野す みれの花のかたわ らに足をとどめ てへりくだりた り
頭 よりバケツをか むりバケツの穴の 箇所捜しおる
いずれま た捨てなばならぬ 反古紙をみんな 束ねて梁に吊せり
燐青くはなつ怪し き蕈ゆえ銀の箸 もてなぶりてや らん
踏み 下ろす一投足が 運命をがつがつ変 えてしまったの だよ
べっとりと 嬲るがごとく手の 甲にさされる棘 を掘り出している
ひっそりと藪かげ の道を白くそめ 牛殺しの花が散 っておりたり
よりわ けし使われぬ釘 も釘箱におさめ て盲の一日がすむ
その時の一人 たりとももろとも に穴に落して踏 み固むべし
柿の実は目の良薬 と亡き母も寒山 拾得も言い給い けり
朴の木 を一本植えてかり そめの命があら ば待ちくらすかも
何かしら後ろめ たいことあるよ うな佗助椿が花こ ぼしおる
思 い出は常にまず しく空樽の底に氷 をころげ出した り
雪すでに 至れりといううれ しくて涙のごと きものたまり来る
外燈のかさをかこ みて雪が降るた だそこだけを舞 っているのだ
糸刺 しにめどあてが いてようやく俄 か盲が糸通したり
小屋のふた 内からひらき陽を 入れて心の底か ら暖まりおる
ある日ふと物売り が来て外から小 屋を覗いていん だ
うけ 皿にたまれる蠟に 棒を立て燃やし てすこし手をあぶ りたり
あんぐりと口 をあけたる小屋 があり一人のめく らがひとりいた
足もとの紙幣をだ まって拾いとり 皺を延ばしてお いとまをする
あたた かき二月のある日 こうもり傘下げ て突然小屋を後に す
あばら家をささ えるように三本 の蕗の薹がほけて いるよ
ひ んやりとねてい る右のほほべた を鏡のごとく月が 照せり
いつまで も握っていると石 ころも身内のよ うに暖まりたり
ろうそくも切れて しもうた後はも う存念もなく寝 るばかりなり
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去 年の雪いずくに ありや野ぶどうは ひそひそ白き萼 をこぼしおり
牛殺しの幹 を使って玄翁の 柄をはめかえて あんきなんだよ
たわむれにながろ う勿れ・人間よ ・暗い梯子が垂 れている
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● こおろぎ
耳もとでさ さやいているず っしりと小屋を かこんで雪が止ん でいる
手のひらをかるく 握ってこつこつ と石の心をたし かめにけり
霜い ろの道がひとす じつづきおるこは また誰が行く道 ならん
無造作にと られし面の一本が とあとまでも尾 を引きにけり
ある朝の出来事で したころおぎが わが欠け茶碗と びこえゆけり
涙ぐま しいことなりし かな鍵穴の穴とっ ぷり暮れて
一枚の雨戸の 外もかわりなく夜 木枯らしがまた 泣いてゆく
なんとなく送って しまった生涯を 腕をこまねいて 見おくりたり
亡き父を 偲ぶがごとくお もむろに茶碗の ふたをとっている
寐てさえいれり ゃ極楽ですよとい いながら卵の殻 にて飯を焚きた り
窓 のない小屋の内 よりひょっこりと のどかな顔が一 つ出てきた
冷えて来 てねむれないので 風呂敷をかむり て顔をくるんでし まう
寂しくてひとり笑 えば卓袱台の上 の茶碗が笑い出 したり
植木 鉢かかえれあげ ればそこだけがぽ っかり黒く口あ けている
早く起きて やらねばならぬ仕 事のあるという ことは悲しいよ
夕雲の下を足袋の こはぜが歩いて ゆく
この秋 もここに坐って おしまいになり ゆく花を覗いてい たり
アリバイをの こさぬためにもう 一度空の徳利を ふってみる
運命のいたずらな のだが美しい波 浮の港の夕焼け にあう
壺の中 に銀杏の実を隠し おき夜中に出し てあぶって食べる
手の平に顔をの っけて見ている と小さく小さくな ってゆく
と めどなく涙の川 を下り来る涙はぬ くきものになり にけり
日が暮れ てあたりが見えな くなりしゆえ土 に生えたるみ腰を あげぬ
右左口の峠の道の うまごやし道を 埋めて咲いてお るらん
白い 手が小さなマッ チをとり出して 擦って煙草に火を つけにけり
信玄の隠し 湯の中にすっぽり と首を残してつ かっている
暮れなずむ夜とも なれば鎌倉の世 間へ出でて皿を 洗います
封の まま女の手紙を束 にして軒に吊し て暮している
あお紫蘇の実 を浮ばせて吸っ ておる咽のほとけ をびくびく鳴ら し
さりげなく眺めて いるとその人は 花のうれいを置 きて去りたり
ご覧の 通りのあばら屋で すが一度だけ蹲 夫妻に来てもらっ たんだよ
何もかもみんな さびしく暮方は かたまり合って火 を吹きおこす
ふ たば葵の花さえ 黒き実をつけぬ なのに私は待ち佗 びている
南天の箸 をかえして吸物の 蓋に紫紺の香を 取りたり
残雪をかたくにぎ って石斧の柄に たっぷりとしめ りをくるる

- 19 -

拭 えどもぬぐいき れない手鏡の面の くもりに鼻寄せ にけり
窓ぎわの野 道ののりに花を 植えみじかき夏 をわれ鑑賞す
呉れてやるからと いう紙幣を拾っ て寒凧のあがれ る土手を帰りゆ く
大勢 のうしろの方で 近よらず豆粒のよ うに立って見て いる
こんなにも 赤いものかと昇る 日を両手に受け て嗅いでみた
何となくいつもの ように灯がとも り動かずにいて すんでしまった
真夜中 に風が出てきて 通るので起きて煙 草に火をつける
あかあかとほ ほけて並ぶきつね 花死んでしまえ ばそれっきりだよ
くろ染めの衣まと いて上つ毛の地 酒をたぶたぶ飲 んでいた
しょうじ んのたったひと りの道づれのあ なたの墓はおれが 建つ
久かたぶりにた ずねてみると二人 して小さな鼻を 突き合せいた
松 かさをまたつぎ 足してぎしぎしと 冬の鶇を食べて いる
きぬた石 いしのくぼみのあ りどころうす暗 がりにわが涙垂る
柿の木は葉をふり こぼして立って いると何とおか しな事なのであ る
あら がねの岩をえぐ る水底へ夜更けの 月がころげ込み たり
墨染めの衣 のすそをたくしあ げ何とかかんと か唱えて廻る
端泉寺の和尚がた てし一ぷくを両 手に受けていた だきにけり
ゆく秋 の鎌倉山の岩か げに釣鐘人参花 下げておる
とぎ汁は裏の 畑にふりまいて青 紫蘇の実を蒔い ておく
約束があって咲い たる暖冬の白き 椿の花あわれな り
年が明 けて春ともなれば 両耳を立ててあ たりをうかがって いる
世の中をシャッ ポのようなあん ばいにまるめてか くしに突っ込ん でゆく
二 の酉の風がから から鳴る街をおつ かれなってとい いて通れり
引っ越し の荷物を積めるリ ヤカーを止めて 桜の花を見物す
正月の二日秩父に あらわれて朴の 落葉を土産に拾 う
第六 番卜雲寺の門く ぐりゆく背にお むすびの温もりさ めず
るり色の冠 つけし鶏が男巡礼 に道をゆずれり
秩父路の赤平川の ほとりにて胃の 腑の中に燗をす る
寒い さむい暮れ方であ るこんな日は雪 ばんばあが舞って おったよ
何ごともなか ったように日は 西の草むらの中の おりてゆく
両の手をすこし擦 って身のまわり さわってみれば 日が当っていた
ひと房 の山の葡萄を手に 下げて蹲邸の大 き門をくぐりぬ
底ごもる深いつ ぶやき静まりて 蹲の壺はおわしま したり
年 古りし園生の杉 の杉苔の花にも ふれてあやからん とす
太陽はあ かりをつけて擂鉢 の底の方よりあ がって来る
こういう事がある ものなのか何も せず花に埋もれ て飲んでいる
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ひ とびとは黙って 顔を見合わせてそ して帰っていっ てしまった
るり色は腰 紐一本ねだり来 てひとり暮しの 部屋をかざれり
香典をお返しのよ うな気にもなり かくしに銭を落 してもらう
ずっ しりと両肩に首 をめりこまし季節 の赤い花買って いた
あお紫蘇に 塩ふりかけて飲ん でいるかかるゆ とりをお許しあれ よ
本当に泣いている のだ暗がりに威 儀を正してめし 食べている
皿の上 の塩のこごりを 赤く染めて冬の朝 日が射し込んで いた
闇の中はツン ボのような真っ暗 でよく親しんで みるべかりけり
十年の月日がふわ ふわ過ぎたれど 小屋一ぱい敷き たる寐床
立てかけ し雨戸のすきよ り陽がはいり擦 ってみるとぬくか った
すっぽりと甕ふ せたような小屋の 中めくらの男老 いて生きている
屁 をひとつ鳴らし たのみにて父上は この世の中から 消えていったよ
臍の緒は 草刈鎌の刃先にて 切って結んで叩 き給えり
美しい夕焼雲の下 にしてあなたの 便りを読まして もらう
首の 中の骨がぽきり と鳴りにけりこは また脅威に価す る
貸し売りの お酒は禁じており ますと桝にはか って詰めてくれた り
香典の返しは生き ているうちにお こがましいがい ただいておく
これや これ盲の闇はこ とごとく不便の うえに温もりがあ る
卓袱台の上の 土瓶に心中をうち あけてより楽に なりたり
お祭の森の上から 月が出て銀杏返 しの姉を照らせ り
小屋の 内はひっそりとし て動かない小さ な仏を彫っていた
くろがねの錆び たる舌が垂れて いる鬼はいつでも 一人である
雪 をのけたしかめ てみる褐色の芽は 一寸のたましい を持つ
しろたえ のお酒の粕をこん がりと炙りて体 あたためにけり
方代の一日が暮れ て朝が来て又ふ あふあと日が闌 けてゆく
相部 屋のふとんの上 にて雪の日を長 い長い手紙を書い た
滑稽なこと ではないか或時は 芋多くして食い のばしたり
実をもてる山柿の 根をていねいに 根まわしをして 埋めてくる
しあ わせは朝の寐覚め にもどかしく放 つくしゃみの中に ありたり
還暦の祝いの 酒を買って来て ひとりぽつんとか たむけており
生きておったか白 足袋の寺の和尚 が来てたもうた り
蓮の実 と穴あき銭は引出 しの奥におさめ 忘れてしまう
暮れなずむ机の 上に肘をつきぽ つねんとして眼を あけている
こ れやこのわれと て水呑百姓の父 の子なりき誇らざ らめや
いつまで もそっと眠ってい てほしい黒いつ ぶらな蓮の実な らば
そしてもう死なな いうちにあの時 の詩集はさがし て燃やしておこ う
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も うもうと日は闌 けている何かせし めしあんばいで ある
雪菩薩白く いたれりあめり かの南瓜にきゅ うりの苗を接すぐ
はるばると訪ねて いった人もなく そしてお楽にな り給いたり
一本 の牛蒡は横に張 っていて赤い土壌 を貫いておりに き
ころ柿の村 にかって諧謔を弄 していたと聞い ておりたり
菜の花のような便 りをいただいて 腕こまねいてむ せている
毎日の 夕べが来ればど うしても出かけな ければならない のだ
遠方より友来 たりけり目隠しを して鶏小屋の鶏 を選べり
鎌倉の裏山深くし のび入りこんに ゃく玉を伏せて おく
見ている と時計が一時を ひとつ打ちしゅ うしゅうと置き去 ってゆく
箱船の蓋を外か ら封をさせて大洪 水を待つ気持な り
一 束の辛子を軒に ぶら下げて息をひ そめて住んでい る
二月五日 窓から午後の日が 入り三分ばかり 照らしくれたり
野良馬の靴の片方 みつけ来て出口 の釘に掛けてお く
真っ 黒く澄みたる馬 の目の中に釜無川 が流れている
ひっそりと 坐っていると月が 出て畳みのへり を照らして去った
一枚の雨戸はずし てやわらかい春 の空気を入れか えにけり
連れな る五本の指の一 本は仲間はずれ のようである
るり色の柘榴 の花のきわだちて 日本列島梅雨に 入りたり
引越しの荷物の底 から父母の位牌 を出してまず供 えたり
ひこば えの胡桃が青い実 を持ちむ心のこ りはもう何もない
人生はまったく もって可笑しく て眠っている間の しののめである
ひ と皿の「犬の友 」を買い入れて骨 も油も煮ていた だけり
はっきり と頭の中で音がし てそしてずんず ん落ちてゆく
切り株に腰を引っ かけ見ていると 今日の夕日が笑 っているよ
ろう そくの灯に照ら されて顔だけが 土瓶のように浮い ておりたり
おっちゃん の手は鍬たこでも り上がり報いら れない祖先のよ うだ
ひる前にランプの ほやを磨きあげ いつものように 豆を煮つめる
追分 けの宿のはずれの 鍛冶屋にて一丁 の出刃に銘を打た せる
その中の鈴の 一つは泣いてい るめくいらの耳が 強くとらえり
一つだけ食べ残し たるおむすびを 二つに割りて父 に差し出す
芝まく りの風のかなめに 鎌を立て風の魔 物をしりぞけにけ り
くくられし二つ の石が交差して 青き筵を織ってい た
窓 ぎわに紅い扱帯 をのぞかせて乞 食貴族が住んでい る
表札をぶ ら下げるため裏山 のねむを一本抜 いて来にけり
みかん箱ふたせる 上に絶望の箸と 茶碗が並びおる
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ひ っそりと椎の花 が散っている時が しずかに流れて いる
火の山の伊 那谷深く逃れて は刺身のつまを つつく寂しさ
これやこの心を遠 くこちこちと明 治の時計が鳴っ ている
父上 よ亡き父上よこ んなにも見事な榧 の実をひろいた り
石臼の中に もぽたぽたと佗助 椿の花散ってい た
丈六の阿弥陀如来 も鎌倉の秋をお しみて歩み出し たり
民衆の 列のうしろにか がまりてあなたの 柩に別れを申す
芋穴の穴の奥 よりうかがえば昭 和五十年が暮れ かけている
消し炭を又つぎた してとろとろと 銀杏の実の粥を 煮ている
甕の中に 腰をおろしてひ っそりと口から 煙をあげて居るな り
掘りたての地ご くり豆を嚙みなが らほいきたほい きた豆を集める
顔 面に畳みのあと をはりつけて真昼 の小屋に寐とぼ けている
草不蚕に 塩ふりかけて食べ てみる父親ゆず りの術ならなくに
広辞苑辞書を枕に かけめぐる半偈 の夢を見ること にする
ろう そくの炎をつつ むくら闇は摑んで みたが手ごたえ がない
両の手をか たく括りておそろ しきこの夜の闇 の白むのを待つ
すこしずつ東の方 より白らみ来て 黄菊の花がもう 咲いている
約束が あって生れて来 たような気持に なって火を吹き起 こす
笛吹の石の川 原を越えてゆくひ とすじの川吾が 涙なり
ふるさとの右左口 卿は骨壷の底に ゆられてわがか える村
恵林時 の山門のかげより 白き鶏二羽あら われて迎えくれた り
一条忠頼の墓さ がしおれば日は 西に月を残してお りてゆく
そ の妻は口中に刃 さし入れて悲憤の 夫の後追いにけ り
三日川崖 ふちに咲くなまよ みの甲斐の花に もふれて嘆きぬ
みなかみの武田の 軍につたえんと 白い椿の花流し やる
笛吹 の土手に残れる 野火の跡遠く嫁 ぎしひとりの姉よ
信玄升にて 秤った朝のめしを 食べ又落魄の旅 の途につく
死に神にとりつか れたる毎日がつ づきてある日雪 が降りくる
芯も花粉も酒 に漬けたり

一本 の傘をひろげて降 る雨をひとりし みじみ受けており たり
むらさきの煙 りをあげる松の 花

蕗の葉に清水をた めて呑み下す清 水は硬し歯をた ててのむ
縄跳び の赤い夕日の輪の 中に少女が十字 を切っている
湖の 底にし ずめる 野の道 に歯か けば あさん 花ほけ ている（甲州方言 曼珠沙華）
鶏のガラ をほこほこあたた めて又一日を送 り込みたり
小屋の中をのぞい てみると顔のみ が白く残ってぼ っとしていた
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「 車屋の餓鬼でね えかよ」たもとよ り胡桃を出して 隠しくれたり
晩年の心の 中にひともとの 夏の棗が立って いる
郁ちゃんはあん よで地球をけっ ている

莢青き豆つぶして 豆乳を作りぬ粕 は汁にして吸う
つれ なきは六月の人
而うしてメ コンの流れは悠然 と南支那海にそ そぎ入りゆく
道ばたの小さな寺 の門前にて甘茶 を瓶に詰めても らえり
寒ぶりの 煮こごり二枚買 うてゆきたり

川石を 二つ竝べて火を 起し引越祝の酒あ たためる
甲州の生れで すって
尻黒く焦げし土瓶 のかたわらに湯 呑が一つ泣いて おりたり
あたたか いまっ暗やみに 包まれて春蕎麦 の花は満開である
最後まで入れの こしたる一枝にぱ ちりと鋏を入れ てしもうた
原 稿の用紙の上に ぬけ落ちる髪さえ 白くなり果てに けり
ねむの木 の枝折れやすくや さしくて寐足ら ぬ花を多くつけた り
三日目も雨は止ま ないくらがりに 貧乏ゆすりをし て待っている
三千 の年賀の中に一 枚はからくれない の恋文である
風呂敷をほ どいてみるとまっ 白い墓標のよう なものが出てきた
信濃から栗がとど いて釜栗の中か ら札がいでて来 にけり
竹の子 にお酒をつめて 飲んでいる父の 怨みも遠くなりた り
こころなき歌 のしらべは流れけ り金泥のごと嘆 き深しも
真白い手編みのセ ーターの衿の裏 にあなたの名前 がぬいこんである
八十八 夜一日くりあげお 茶を摘む降って も照ってもお茶の 芽を摘む
出かせぎの人に まじってお茶の 芽を暗くなるまで 摘み急ぐなり
く くりつけて置き たる鼻がとれにけ りもう一巻の終 わりなり
親子心中 の小さな記事を切 りぬいて今日の 日記を埋めておき たり
間引きそこねてう まれ来しかば人 も呼ぶ死んでも 生きても方代で ある
縫い 上あげの取れし 七つの春なりき あなたは岡谷へ売 られ行きたり
その時あな たは六つ鉛筆を削 ると赤き粉こぼ れくる
裏の柿の木に葉の ないことを苦に やんでいたこと なども後に知り たり
留守 という札を返すと 留守であるそし ていつでも留守の 方代さんなり
ざらついた稗 の団子をいただ いて一粒は舌にの せて遊べり
そそり立つ上から バケツが降りて 来る紐を握って 降りて来るのだ
かりそ めにも妻子なんぞ は持つまじき橡 の垣根の枝折れて いる
積翠寺古湯坊の 松は五十年この かた影を落してい た
父 と子は西の湖べ にはるばるとし じみの子供を播き 散らすなり
接木より 柿の芽が萌えほぐ れゆく甲斐の山 家の渋柿の芽よ
枕元の襤褸をきち んと片付けて息 ほがらかに引と りにけり
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残 雪は浅からなく に切株に斧が裸で 置いてある
しんしんと 音をたてながら お日様の光を穂 の花が食べてる
しぼり出る汗の匂 いを華をいうふ ざけた事はいわ ないでくれ
愛憎 のこころと遠し 置時計逆にせわし く廻り出したり
五月一日霜 が天から降りて来 て里芋の芽を食 うてしまえり
クレーンは大きな 石を吊り上げて しばしの程を吊 り下げておる
北斎は 左利きなり雨雲 の上から富士を書 きおこしたり
柿の木に冬日 が赤く当りいるミ もフタもない可 笑しさであるよ
木犀の花の香りが 風に乗り路地一 ぱいは黄金色な り
大切な一 日である起き出 して冬の空気を はりたおす
すでに晩年粉の 辛子に塩漬の茄子 をまぶして甕に つめ込む
切 口に合わせて鋸 の目を立てる鋸に は鋸の刃のくせ がある
ここ過ぎ て霜陣営の賤ケ岳 山柿は棘より黒 し
朴の葉に盛りたる 木の実は三界の 汝に捧げん冥な るべしや
思い 出は赤き林檎よ ぎしぎしと二つに 裂きて食べて別 れき
一匹の蛙が 土を踏んでいる口 から雪をはき出 している
十朱幸代君が唄え ば浅草の酸漿市 の夜は闌けてゆ くなり
ふりむ くと己れの影が ついて来る月か げなれど味方でも ある
おかたみの二 枚屏風も質流れ質 の流れは音なか りけり
温めてひとり戴く 酒すらも盗人飲 みの運命であり
物置の 隅に追われてうと まれてそしてし ばらく生きて居り しと
さびしいから灯 をともし傍らの 土瓶の顔でなでで やりたり
一 日に鰻のかぶと を一つ食べわがた くらみに弾みを くるる
反古束を 軒に吊して暮しお るいついつなり とも御座候よ
霜づきし森の木の 実の紅いこと命 ほとほといとお しむかな
亡き 姉よ今御岳の頂 上にのぼりて昼 の星見つけたり
生きものの 如く油は滴りて油 の壺のおさまり にけり
まだ蒔ぬ春蕎麦の 値も決まりおる みんな仕事をお っかけていた
下諏 訪の小さな局の窓 口におん身わた いの祝電を打つ
私の心の中を 椎の実が枝をは なれて落ちてゆき たり
新聞紙四つにたた んで八つに折り ありし日の父は 鼻かんでいた
昂然と 月の真下をひたひ たと千曲の河は 流れている
あさなさな野蒜 の株に磨き汁を そそげるほどの命 なりけり
い つまでも頭の中 に生きている貧 しき父は爪嚙んで いる
二一天作 二進が一進消壺に 燠をつまんで入 れている
いりうみの外れに 小さな村があり いつまでも温く 見守られており
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食 べてみて食べら れるゆえほくほく と冬の茸の汁に あずかる
ゆくりなく 木曽山中にもぐ り入り穴のやま べを手摑みにする
卓袱台の上の土瓶 がこころもち笑 いかけたるよう な気がする
きざ み煙草を煙管に つめてはればれと 旧正月を寐てす ごしたり
蒲団から頭 を出してしみじみ とこおろぎの髭 を観察申す
明け方の酒は冷た く沁みわたるこ れも供養という ものなのだ
おとな りの墓も起して 頭からふくべの酒 を浴びせてやり ぬ
声をあげて泣 いてみたいね夕顔 の白い白い花が 咲いてる
一丁の豆腐を前に 人物がしきりに 何かもくろんで いた
冬枯れの 桑の枝にて思い きり左の頰をは じかれにけり
さむがりの白い 小さな耳なりき沖 には月が昇りつ つあり
夏 は来ぬ由比カ浜 辺の磯づたいあな たも股をひろげ て行こうか
水甕の水 にかなたの茜雲何 がしかは在るよ うである
さはされど生くる 存念のいちぶん を朝から酔いて 呼びかけている
人の 噂おとろえし頃 あらわれて偽の書 体を読ませても らう
岐れ路の寒 中佗助咲くころは 人恋しうて涙を ながす
かくのごと生きて いることを恥じ ながらもげしボ タンをくくり付 けたり
この世 ともあの世とも つかずおめくら が蠟に夜なべの火 をともしたり
外燈の下を通 って全身を照らし 出されてしもう たようだ
吸いすてし煙草の からを拾い来て 煙管につめての んでいる
名物の 赤城おろしを聞き ながらこんにゃ く作りの講習を受 く
日あたりに腰を 下ろして今晩の こんにゃく玉を摩 りおろす
倉 座敷の二階に籠 り一杯の白湯すら 父はこばみつづ けし
零落のう す暗がりにうずく まり土の仏の首 を延せり
みぞれ降る東北の 町にあらわれて ちぐはぐの靴を 値切っている
片付 けておかねばな らぬそれもまた みんな忘れて呑ん でしもうた
還暦の祝い の酒を買うてきて 一段落をつけて しまえり
あかあかと蠟を灯 して真昼間を一 人ホクソ笑んで いた
午後 六時針垂直に水甕 の水の面にとど まりにけり
窓のない小屋 より孝女白菊の うた一節が洩れて 来にける
佗助の椿の種をあ つめ来て椿油と かえてもらえり
今朝も 又いつものように 運命を五本の指 もてうらなてみき
七十になると入 歯がただである 魚の頭はおあずけ である
赤 子のような詩を 書くひとがおり まして覗いてみる と寐そべってい る
花ゆえに 咲かねばならぬた ちばなの木から くらげの花が咲 いてる
鬼のようにしゃが んでいるとまた 一つ銀杏の実が 土を鳴らせり
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山 鳥の胃ぶくろの 中にむらさきの木 の実が一粒かく されていた
卓袱台の上 の土瓶の顔だけ をカメラにおさ めて帰りゆきたり
犬のふぐりの細か き花にかこまれ て小屋から一歩 も出られない
メロ ットを溶かして みるとメロットは 女のように丸く て重い
蕗の葉に味 噌を落してあぶり おるなんじゃも んじゃの昼下りな り
新聞紙ひろげて黒 い胡麻の実を日 向に干している ゆとりなり
木曽谷 を上り来し風が かたわらのうら白 の葉を裏返しに せり
雪ばんば踊れ るどっかの道ばた で父が今でも待 っている
ふるさとに骨を納 めて城下町甲府 の駅を登ってゆ く
べっとり と月の光りに濡 れているお閑の ひとは一人もいな い
みすずかる信濃 の国の湯の花を空 の徳利につめて もらいぬ
投 げ播きの胡麻も 育ちて花をつけ昨 日もきょうも今 日さんなり
ゆっくり と喉の仏を下りゆ くドリアンの味 は忘れかねつも
今日もまた雨は止 まない耳の穴釘 の頭を入れて出 しおる
馬の 毛にばぅたの肉 をくくりつけ地ご くり蜂の巣をさ がすなり
水晶の青い 峠の頂きになんじ ゃもんじゃの木 が立っている
滝戸山頭の上から 月が出て五右衛 門風呂をいっぱ いにする
たまき わる命の底を翩 翻と冬のポプラ が風に哭いてる
車屋のがきさ え歌がよめるのか よと枕はずして 往んでしもうた
赤松の幹に咲いた る木耳は草莽の 子の肝の薬なり
亡き父 母が無尽をあてて 購いし八角時計 が正午を告げる
ふるさとの九一 色村にたち寄っ て黍の種をわけて もらえり
ひ そひそと青じそ の花がこぼれるみ んなあなたはわ たしのものね
耳の穴の 迷路に深く忍び入 りあなたひとり を見守り申す
幸せは寐てまつ程 のゆとりもて蓑 虫の繭さがして 歩く
玉繭 の糸解く母のか たわらに少年は 空木の葉を捧げ待 つ
広い世界の 何処におわす三坂 路はみぞれにか わり靴にしみ込 む
城口の枝に「るす 」とう札を下げ 胡麻をすってる 歳をとってる
一年 を一つ加えて山椒 は枝をひろげて 実を養える
小屋の内に博 徒がひとりひそ みいてもの見る眼 をほじくってい る
雪に夜のめし屋の 隅にて兎狩り追 子の記事を四枚 半書く
雪ばん ばあ踊れる路地の ポストに不在証 明のハガキを落す
下宿屋の二階に あがり亡き母に 送らん手紙を書い おる
庭 があらばだるま 舟など据えつけ て夜ごとの星と話 してみたいよ
右左口村 の役場の書類に放 代とふりかな付 きでのっかって いた
うるし紅葉ぬるで 紅葉のあでやか に極楽寺坂の秋 はゆくなり
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美 しい冠をつけし 山鳥が裸足で方丈 を歩いていた
外はもうよ く晴れていて風 があるお辞儀を 一つしてしまいた り
一つでも柚子の実 である冬空はみ がきあげたるガ ラスのようだ
冬の 日が部屋に溜っ て赤いので両手で そっと掬いてあ げてみる
住みついて 鳴いてくれたるこ おろぎも唄を忘 れてしまったよう だ
見ていると頭の中 の骨が鳴りしぐ れが三度過ぎゆ く
いつま でも転んでいる といつまでもその まま転んで暮し たくなる
かたしろの葉 っぱを叩く雨なれ ど盆正月をわれ はきめたり
新聞紙に腰をおろ して空っぽの頭 の先を陽に干し ている
足もとの 石ころばかりに 気をとられ歩き 疲れて来てしもう たよ
夜おそく帰り来 たりて抜穴にそっ と這入って寐て しまうなり
か らす瓜の種がこ ぼれて実をつけて 霜月紅く色づき にけり
一息に般 若心経の一巻を写 し終えたりまだ いじょうぶ
笊の中に茗荷の花 が咲いているゆ きたる人はもう 帰らない
人間 の悲しみならば それもよし亀は甲 羅をつけている
ああここは 飛驒の高山霧ふか し青首大根と丈 くらべせり
食べ終えし水楢の 箸は四つに折り 猿の玩具にさせ てはならじ
一日の 暗い日暮れはひ もじくて蠟を灯 して手をあぶるな り
桑接ぎの五郎 蔵さんから一ノ瀬 野の桑接ぎの術 習いおぼえる
百本に一本のみは 逆さまに接ぎた る桑が芽を生や して来た
亡き父 のシャッポがわた しのさいづちに ぴったり合えり驚 きにけり
初り成りの南瓜 の目方を手の平 の秤りにかけて悦 に入りおり
吸 い物の春蘭の花 のおもしろさしみ じみとして吸い にけるかも
手拭いの 端を嚙ませてすっ ぽりと桑切虫の 首をはずしぬ
ひび割れの土瓶を つぶし惜しみな くひよこの餌に 混ぜてやりたり
昔む かしの話でもな い宿銭を色紙に かえて追われゆく なり
一生に一度 のチャンスをずう っとこう背中を まるめて見送っ ている
笛吹の川を渡って 敗軍の一等卒が いま還りゆく
戦い に敗れし国の峠路 に天下の栗がは ずみおりにき
恋文の裏打ち などをしている と寄る年波も忘れ てしまう
一巻の終りなりけ り親指は節穴ふ かくとらえてし まえり
こまご まと薯泥棒の罠か けの秘伝を記し て送りとどける
このように落ち つきはらって軒 先のとなりの柿の 味をみている
畳 の上でゆっくり 息を引きとって やらない限り浮ぶ 瀬もなし
山椒の実 は色づいてたわわ なり方代さんを 待っているのだ
清正公の髭にさわ って見たことを つぶさにのべて 父は逝きたり
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す るりっとすべり 上まった夕月があ なたの白い耳を 照らせり
にわとりの 鶏冠をあぶり飲 んでいるわが文 芸につつがあらす な
ふるさとには帰る まいぞい帰すま い五分の魂泣い てくるるな
韮の 花つんつん濡ら し通り雨おしめり 正月の雨なりに けり
人生をお尻 に敷いてまたたび の塩辛なんどを 漬けておりたり
青竹の節を切り貫 き百薬の長をあ かあかあぶりお りたり
歎くなかれ よ

口さえあれ ばよいからである

あしび きの山泥ふかく 掘りあてぬ自然薯 よ
るり色の支那 の土瓶には耳がな い
張り替えに出して おきたる提灯が 祭を前に帰り来 ておる
一度だけ 本当の恋があり まして南天の実 が知っております
親と子の便りが どこかですれ合っ て山の桜が咲き 初めにけり
目 に見えぬものに おびえている吾を 今日様が見て笑 いたり
おめでた い野辺送りなり穴 方も心をこめて 穴を掘っている
冴えかかる天の穴 から柚子の実が 土を鳴らして落 ちてきたれり
ここ 過ぎてまったく 人は通らないもも んがあの真似を してみき
ひょうたん の棚から糸瓜が降 りて来て夏の夕 べとなりにけるか も
弾丸傷にうずく眼 玉を掘り出して 調べてもらう遺 書をのこせり
十六の 冬のことなり仕 来たりの夜這い 禁止の布告を読み しは
うつくしい花 もつ合歓は折れや すく吾のいのち を盗みかねつも
なんという深い夜 明けぞ木の股を 二つに裂きて子 を生まんとす
六十歳 を過ぎた頃よりよ うやくに見合い の数も落ちて来に けり
るり色の虫が一 匹迷い込み冬の 知らせを告げてい る
か さかさになりし 心の真ん中へどん ぐりの実を落し てみたり
唇を突き 出しているしじみ と日記にもない 今日が暮れゆく
摘みとりし蕗の花 芽をさげて安曇 野を行く命なり けり
くれ ないの姉に葉っ ぱを拾い来て机 の上い置いてみる
ことことと 雨戸を叩く春の音 鍵をはずして入 れてやりたり
人足の眼から涙が あふれ出て今日 の夕日をくしゃ くしゃにせり
命綱 たぐり寄せて岩岳 の岩に生いたる 岩茸をはぐ
洞山にのぼっ てみると秋の陽 が元気一ぱい照っ ていた
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● 迦葉
牛殺しの花 がかさなりかま くらの旧街道を うずめつくせり
あさなあさな廻っ て行くとぜんま いは五月の空を おし上げている
まが わしい隠者があ りて伏見より酒を とりよせて飲ん でおりたり
地上に夜が 降りくればどうし ても酒は飲まず にいられなくなる
五十年のとしつき の差はあるけれ ど何かがそこに 在りますように
うつし 身の心の内をお やみなく半褐の雪 が降りしきりお う
幸は寝て待つ ものと六十を過ぎ し今でも信じて います
お形見の夏の服を とり出してそで をとおして偲ん でいる
とうきょ うの夜更の街の 電柱に体あずけ てあきらめている
焼酎にレモンを 落しホクホクと日 のあるうちに寝 てしまうなり
九 一色村の山沢ふ かく炭窯をまもり て今も遷りを待 っている
うの花の なはの盛りとなり にけり糸口の葉 っぱはまだ幼くて
かりそめにこの世 を渡りおる吾の まなこに白きか たしろの花
笛吹 の河石の面に刻 まれし涙の歌よこ こにありしか
明方の小仏 峠を下りて来て山 形館の湯にひた りけり
さびしいが頭を低 くさりげなく心 のそこよりひれ 伏しておる
桐の木 は花の冠をつけ たれどわたしは 何でもなくついて いるよ
一本の傘をひ ろげてこの雨をあ たいと共に歩い ているよ
不二が笑っている 石が笑っている 笛吹川がつぶや いている
山形三 郎右兵衛尉昌景殿 よ弾丸傷のうず きをなおして賜う
おぎろなき大浴 場に鼻のみを残 して胃の腑の傷を いやしおる
柳 の木の 下に どじょ うがい たわけ では ないけ れど一人方代 が立ちすくんで いる
生き死にの言の葉 うき世にあらざ りきほたるぶく ろは花吊しおる
しの のめの下界に降 りゆくなり石の 笑いを耳にはさみ ぬ
霜がれの野 径に出でて今晩の 酒のさかなを摘 みとっている
柿の木に礼をつく して柿の実を梢 に三粒挘ぎ残し たり
柿の 木の梢に止りほい ほいと口から種 を吹き出しておる
黄金色の落葉 しきつめあたた かく山はあまねく 冬構えせり
よく見ると髭をは やせしこおろぎ の子供が机をは いまわっていた
底ごも る音をえがいて柚 の実がころがり 落ちて静物にせり
べに花の種をい ただききさらぎ の雪にまぶして下 しやりたり
は じけたる無花果 の実を食べてお る顔いっぱいがキ リスト様だ
歳月は還 らざりけり瓢簞の 口から種を抜き 取っていた
大槻の高き梢を冬 空がガラスのよ うに穴を落しお り
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朝 鮮のからしの束 を軒先に吊して冬 を見送っている
干しあげし 銀杏の実を病褥 の師の掌にのせ てやりたり
窓ぎわの実生の柚 子が実をつけぬ 泣きたいような 気持ちでもある
大寒 の小屋にこもり ておどおどと昼を ランプに灯を入 れにけり
さいわいは 空の土瓶に問いか けるゆとりのよ うなもののような り
六十になればとく り返し六十歳を 越えてしまえり
むらぎ もの心の瞳をと じて覗いて見ると 深い穴なり
ゆきずりの少 女の清いまなざし が雨漏のしみに 貼りついていた
桑の実が熟れてい る桑の実は少年 の日の御八ツな りけり
死ぬ程の かなしいことも ほがらかに二日 一夜で忘れてしま う
新聞紙かたく丸 めて次ぎたして稗 のお粥を炊いて いた
巻 きのぼる藤の大 根に鋸を入れてあ すなろの幹を張 りてやりたり
もろはだ になって庭石にい どめども肩の上 にはもう上がらな い
柏槙の雫に濡れて うたいます滅ぼ されたるああポ ロネーズ
胡座 の上に乗ってお るのは末成りの南 瓜のような老人 である
実朝の首の 銀杏に古びたる恋 文をそっと結び にけり
若宮の大路を馬に またがって風に 吹かれて進んで みたい
一粒の ような一日がわ がふところに温 めている
わたくしの六 十年の年月を撫で まわしたが何も なかった
歳の暮より咲きつ ぎてきし佗助に とうとう花がな くなっていた
ものな べて日ぐれてゆけ ばわが思い私は あなたの鼻であり たい
柿の木の梢から 落ちてたっぷり と浮世の夢を味わ いにけり
両 の手を空へかか げて川べりの石か ら石へはばたい ていた
こわごわ と覗いてみると鼻 筋がすこし左へ さがりおりたり
たんぽぽを掘りと ってきて正月の 小屋にこもりて 眼をほそめいる
赤松 の生木の灰を焚 きためて水仙の 花の色かえんとす
ごみ臭い支 那の茶を点ていか めしく今日のひ と日を大切にす る
今日ひとひ古街道 に鎌を入れ蛍ぶ くろの花を残し た
くち なしの白い花なり こんなにも深い 白さは見たことが ない
鎌倉の裏山づ たいをてくてく と仕事のように歩 きおりたり
砂浜に体をうめて 天国を覗いてみ たが底なしであ る
天に向 き伸びあがりたる 青じそもほのか に花を点しはじめ た
まるい小さな茶 ぶ台をすえかし こまり中勘助の文 読み返す
あ あ今日は山崎一 郎の御命日歌の 仲間の一号である
夕日の中 をへんな男が歩い ていった俗名山 崎方代である
ふるさとに一度帰 って下山の畑の 土を食べてみた いよ
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ま るやきにあぶっ て食べし小綬鶏の 肉のうまさを思 い出したり
そなたとは 急須のようにし たしくてうき世 はなべて嘘ばかり なり
食いこめる天秤棒 を右肩へぐるり とうつす力がほ しい
おだ やかな生の音な り柚の実が枝をは なれて土を打ち たり
奴豆腐は酒 のさかなで近づい て来る戦争の音 を聞いている
精進のあなたがい だく神仏は刺身 のつまにもなら なかったよ
西洋の 胡桃畑に切りか えたよ畑の土は黒 くてあまい
道ばたの杭の 頭にあたらしい麦 藁防止をかぶせ やりたり
大きな吊鐘であ る

「竹とりの姫」を 逆さに読んでお る愛は逆さに映 えている
蓮華の花 が開いてきた
ふるさとの炬燵 の足はすべっこく 桜の幹でくみ立 っている
み の虫は袋を吊し ゆられおるこの人 生にはかのうま いぞい
棒の頭に とんぼが陣を張っ ているとんぼは 未来をかぎわけて 居る
御形見の空の徳利 にたぶたぶと芋 焼酎をわれ満た したり
おと がいのあたりは 親の親に似て鯖の 干物にそっくり である
私の掌をは なれたる親指が障 子の穴から出で てゆきたり
南天の箸を作りて 名も知らぬ秋の 茸を食べておる
「塩壺 には塩をみたし て置きたいね」 父の怒りも遠くな りたり
あかあかと夕 日が山を下りてゆ く何処かで一度 見たことがある
平和とはかかるも のにてありけら しメコンは雨期 を待っておる
おとが いの痣に生えたる かみの毛も太く 短く白くなりたり
「合鍵は三分間 で作ります」吊 し看板目をたのし ます
仕 舞い忘れランプ の火屋を磨きあげ てかたみの品を 数に加える
お隣に詩 を書く人がとりい て飢え死にごっ こをして生きてい る
世間からお隣さん からも気付かれ ず鉄砲百合の花 を育てる
端泉 寺の秋のさくら を見んものと久 代のお手手を組ん で登れり
蜂の巣の裏 をあぶりて蜂の子 を少年郁に食べ させにけり
学校を出てないゆ えに一休さんを 一ぷくさんと今 も呼んでいる
一畳 の青いたたみを買 うてきて久方ぶ りに横になりたり
山鳥に卵を生 ませことことと 黍のお粥を焚いて おる
春の日が部屋に溜 って赤いから盃 の中に入れてみ にけり
酒煙草 のみほうだいの生 涯を名前に因ん でのんでいる
夏はよし昼寝の 夢の最中にちく りと蜂の灸を受け たり
霜 づきしぶどうの 葉っぱが音もな く散りあらそって いるのではない か
榧の木は 苗のうちより名木 のそしりを受け て伸びてゆくな り
ここ過ぎてうれい は深し西行の歌 の秘密はいまも 分からない
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戦争の句で もある

方 代さんはこの頃 電気を引きまして 街ではちっとも 見かけませんわよ
一鉢の黄菊 ！
めん鶏が生んだ卵 を呑み下し待っ ておったが何も おこらぬ
手作 りの豆腐を前に もやもやと日がな 一日を消してい にけり
広島の町は ずれにてまっしろ い夾竹桃の下に 休めり
たたなわる石一石 のありどころ白 鷺城は天はるか なり
原稿用 紙のしわをのば して書きすてし歌 のしらべを拾い あげたり
新聞の死亡欄 に山崎一郎の名前 がちゃんとのっ ておりたり
呑み仲間歌のなか まの一郎の骨を つまんで壺にお さめる
朝鮮の芥 子の種をきさら ぎの雪にまぶし て土に下せり
五寸釘くぎ一本 の打ちどころお慕 い申してやまな いのです
よ うやくにかなし かりけりさはあれ ど二足の草鞋は 穿かざりしかな
くらしむ きにかかわりはな しこの頃は新聞 がみの袋張りなり
甲州の柿はなさけ が深くして女の ようにあかくて 渋い
寒行 の太鼓の音が三 河屋の角を笑って 曲りゆきたり
膏薬を炙っ ているとかかる夜 にかぎって山は 山火事である
そこだけに雪がチ ラチラ舞ってい る南天の実は赤 かりにけり
鍋蓋を 軒に吊して待っ ている御用の方 は鳴らしてほしい
鼻の頭を眺め ていると正月の七 日も無事に暮れ てゆく
運命はかりそめに して雷は遠くの 方へ去ってしも うた
ふるさ とを捜していると トンネルの穴の 向こうにちゃんと ありたり
愛憎のこころと 遠くしっとりと 月は上りぬ白い耳 なり
里 芋のずいきの皮 をはぎておる夢窓 国師の歌を思え り
眠れない 寒い夜なり唐茄子 の種を炙って食 べてみにけり
てくてくと上野の 駅の周辺を粟の 種子をさがして 歩く
一日 に一食を取る原 則をかたくまも りて飲んでいる
舌の上にの せしドリアンが解 けてゆく種を残 してとけてゆく なり
覗いてみると穴は 深くて狭かった おもいがけない 穴であったよ
年成 りの柿の根方に山 塩を叺のままほ どこしにけり
人生は鳥賊の せんごを噛み下 くかようなぐあい にて御座候よ
やわらかく芽吹き 初めたる御安下 の柳の下にて詩 を書いておる
青葉し げれる若宮大路に てゆくりなくめ ぐり逢いたりあな たなりけり
ふわふわと時は 流れて去ってゆ くこれはたしかに 柿の種なり
山 塩を加えしゆえ に今年の薤の味 はかくべつである
白いダブル の袖でとおして いる

あばら家 に突っかい棒して 住んでいる死に たくもなく思わ なくなっている
風は五月の候であ る
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つ くづくと腰を下 して見まもれり山 葵の花はこまか かりけり
こんな夜に かぎって雨が降 り出でて空の徳 利を又ふってみる
何ゆえかわからな いけど明方の寝 床の中で笑い出 したり
帰り には月は上りぬ てらてらと月夜の 晩の人なりたり
時の流 れはしずかに早 い

野の径に蛍 袋が咲いている花 のいのちは記憶 にすぎぬ
酸漿の実が色づい て来た
大正も 古くなりたり川 石を床にまつりて みそなわすなり
一本の団扇が あらばしかすがに 今年の夏はつつ がもあらず
あしびきの雉子の 卵をおごそかに 砕いて猪口に落 しておる
竹筒の先 の方から夕方の 煙を出して住ん でおりたり
鉄砲玉もとおら ない

一丁の豆腐の前 の人生を窓の外か ら覗きたもうな
み ごとな卵である
これやこ の空の徳利に指先 をとられてしも うた思いなりけり
羽目板を一枚はず し夏の夜のあな たひとりをこが れおりたり
蜂の 子にバッタの足 をくれている蜂の 子どもは口だけ である
舌の上にの せし苺は熱かった 蛇の苺は傷薬な り
べに色のあきつが 山から降りて来 て甲府盆地をう めつくしたり
小仏の 峠の道は秋早し 吾亦紅が恋をし ていた
風呂敷包みに 過ぎなかったよ

鉢うえの蘭が 小さな青い実を二 つかかげていた まいにけり
机の上に風呂敷包 みが置いてある
黒い小さな 太陽でもある

近づい て来る足音に追い 越されいつもの 道の足も弱った
小さな鍋蓋であ る
掌 をひろげ指を動 かすと一本だけが 笑い出したり
右下を下 した時にはからず もあなたの鼻が ねぎに見えたよ
茶を点てて一服二 服飲んでいる茶 碗の蓋は不要で ある
銭に ならない詩を書 く人が住んでい て己をもって書い ている
時 の流れは動かな い

しきたりに したがいながらあ りがたい煙りに 頭を付けている
土瓶の顔に日が当 たっている

心中 の記事を切り取り 火をつけて朝の 落葉を焚き付けに けり
身の皮売って 帰る夕べの焼酎 は五臓六腑をかけ めぐりけり
くちなしの花が咲 いている闇につ れない白い鼻な り
湘南の 線路の中を帰りゆ く方代さんは元 気なりけり
どじょうが泥を にごしているよ

秋が来て夕日が 赤い来年もこん な夕日にあいたい ものだ
日 が照っている

樽ねかし 醤油の素にしぶ柿 の皮を加えて母 を偲べり
落ちてゆく赤い夕 日を焙烙の鉉が しばらく吊り下 げている
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母 の名は山崎けさ のと申します日の 暮方の今日の思 いよ
焙烙はほう ろくさまと呼び もして夜なべの 豆を炒って居た
窓のない小屋の内 までめっきりと 冷たい冬が来て しまいたり
みす ずかる信濃の国 の秋はゆく手に千 振りの袋を吊し
鼻先の紐を たぐるととっくか ら夜の灯は来て いたりけり
在りし日の父はか なしくて指くり て落丁もなく年 齢当てにけり
秋の陽 が部屋に溜って 大正の末期の気分 をしずめている
ホオセンカの 莢がはじけて掌を くすぐる程の命 なりけり
つれあいに子供を 生ませ苦虫をか みかみ酒を飲ん でいた
満月を三 日過ぎたる名月 を下部の宿の窓 で拝せり
勝頼は首を落し て首だけを信長殿 にくれてやりた り
さ かのぼり心たゆ たう柚子の実のこ の反抗の髄を見 にけり
受け皿に 取りしひじきの黒 いこと明石の朝 の波しずかなり
ほんとうに泣けば 涙が出でてくる 雪割草は白い花 なり
石臼 の上に積った夜 の雪を朝日が赤く 射している
コップに投 げ入れておきし蕗 の薹身ぶるいし つつ咲きあがりた り
あたたかいあの世 とやらがあるゆ えに三日がかり で石おこしけり
寒雀丸 焼きにしてぎし ぎしと頭も骨も かみしめておる
二月十日朝日 が窓より射し込ん で小屋いっぱい が黄金色なり
瞳の中に小さい黒 い穴があり蓮華 の花が咲いてい た
底浅く 平たくまろき焙烙 は豆のたぐいを 炒るものである
石臼の中

噛み下す雪割れ 豆のこの粒の皮 は胃の腑の妙薬で ある
日 が照っている

寒鰤の目 だまをすすり噛み くだくいずこに ありやわれのこい びと
ありがたや香りの 煙りをそっとつ かんで私のおつ むにかけてやる
ゆっ くりと支那の茶 碗の粟粥をおし いただいて食べて おる
ながいこと 温めて置きし小説 を一作書いて残 しておこう
桑の実が赤く熟れ いしことのみが 記憶の中によみ がる
何も せず暮らしている と耳朶に黒い三 本の毛が生えてき た
視力なき眼に も目薬を落とさ しめ今日は木の実 を挘ぎに出かけ る
大きな笑いがこ みあげてくる

どのようにして来 たのやら真昼間 をふとんを敷い て寝につきたり
大きな 波が寄せてくる

朝早く鎌倉山を 一廻りしてきて 位牌に手を合すか な
一 日でも浮世にな がくとどまりて 父母を偲んで泣い てやりたい
さらさら と川は流れて石の みがじっと止っ ておりにけるか も
みすずかる信濃の 国の岩茸をちぎ っては粥に投げ 入れにけり
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ぼ そぼそとめし屋 の飯を一人食うわ が顔色を誰がう かがう
いつ見ても 机の前に坐りた り坐りっきりに なっちまうのか
小仏の朝の空気を 鼻の穴いたくな るまで吸いこん で出す
四尾 連湖の尾根の下 りに一枚の綿の畑 があるのを見つ けた
<

御上から補 償をもらいほくほ くと田圃一枚草 をしげらす 百姓

>

鶏はやたらに餌を 呑み下し尻から 卵をおし出しで ある
川床に ころがっていた 石ころを本尊さま と祟めまつりぬ
太書きの万年 筆をたまわりぬキ リスト様は何も 呉れない
お隣の若奥様に声 をかけ青紫蘇の 苗をわけ合いに けり
薤は箸に 挟んでギシギシ と暑さわすれに 食うべかりけり
暮れに出た友の 歌集はすばらしい 夏の雀は体がだ るい
日 に透けるうすき みどりの一房を掌 にのせて立つベ アトリーチェよ
ことこと と小さな地震が表 からはいって裏 へ抜けてゆきたり
山鳥の喉の奥から 明けやすい夏の 夜明けが明けて 来にけり
起抜 けのめしの代わ りの一杯は禁酒の うちにはいらな い
唐茄子を量 っておるとぐんぐ ん暑さは三十七 度を越える
私より一足先に越 して来て雀は廂 に巣をかけそむ る
巴旦杏 はすももの変種 を書いてあるな れどもそもさん巴 旦杏なり
口ひとつきか ずにいるといちに ちがながいなが い煙管のようだ
榧の実の飴をかや 痰切りと申しま す峠の茶屋で買 うて食べたり
櫛形の 山を夕日がげらげ らと笑いころげ て降りてゆきたり
年老いし今でも 思いは変わらな いうまい話に乗っ てしまえり
一束いと高き生 の証として生き ている

甥 の子の久代があ る日訪ねきて目に 目薬をさしてく れたり
一日に素

午后の陽が部屋に 溜って赤いから ニュームのしゃ じで掬ってみる
かろ うじて保つ視力 はかぐろくて低 い鴨居のようにし んどい
両耳を立て てあたりをうかが えばめくらの闇 はあったかい
どこかしら遠いと ころにて山鳥の 雛がかえって鳴 いている
母親 をともな来て少女 子が色紙一枚買 うて帰れり
衣笠のビルの 窓よりおろおろ と花の便りを待っ ている
わたくしも赤いチ ョークを付けら れて列のうしろ で待っておる
むらさ きの朝顔の花ふた つ咲いている花 のいのちの本懐な んだ
生きたくば古い 畳はことごとく つぶして畑の肥し にすべし
黒 豆を石でつぶし て哀願の黒い豆 腐を作りあげたり
早くから 明りをともしわた くしは身の不幸 を考えている
楢山をゆさぶりな がらしののめを かなかな蟬が叩 き出したり
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七 月十三日わが師 秀雄はさかんなる 暑さを叱り飛ば して逝けり
方代の名前 の下に草という 陶印を捺して色 そえにけり
小仏の峠の道で言 交わしたる信濃 の人は人買いだ った
甲斐 のくに牧丘町に あらわれて「巨峰 」の肌に指をあ てたり
大菩薩の朝 の空気を鼻の穴い たくなるまで吸 込みにけり
小海線の電車の窓 からふんわりと 麦藁帽子がころ げ降りたり
夕日の おおきい川中嶋 の川原を千鳥がち んちん鳴いてお ったよ
太陽は葦の末 からほかほかと燈 をつけて上って きた
なつかしき西行方 法師厳島を三度 たずねて牡蠣を 食らえり
かたわら の土瓶にそっと 声をかけもくろ んでいる年を取っ とる
庭隅に一本細い うらじろをはさん でおると雨にな りたり
籾 がらのなかから すくすく里芋の白 いずいきの顔が 出てきた
野の芹を 豆腐の上にふりか けてあなたのこ とを思っています
どうしても思い出 せないもどかし さ桃から桃の種 が出てくる
梅の 実が土を鳴らせ り小説はまた書き 出しにもどりき にけり
水無月の雨 はしずかに山繭の 糸よりほそぼそ ほぐれゆく
らっきょうの仕込 み加減は山塩を かるくふりまく ほどの術なり
親蜂の 留守をねらって 蜂の子にばった の肉をたべさせに けり
一日が浮き世 のように長いので 急須の垢をこす って落す
人生はシャッポの ような物ですよ 私はあなたの竿 でありたい
ぼけの 実が五つも隠れて おったゆえ頭が 急に軽くなりたり
此のように何を 食べてもうれし くて笑い飛ばして やりたいのだよ
窓 わきの実生の柿 が実をつけてだま りこくっておる ではないか
よりあげ し毛よりも細い一 本の紙縒のよう な人格ですよ
九月二日昼の窓か ら秋風がにっこ り笑って来てし もうたり
あた らしい麻の背広 にかしましく袖 を通してふり返り たり
鶏に卵を生 ませ芋がらの皮を 剝いでは干して いる
杭の先をこんがり 炙って打ち込ん で置きさえすれ ば抜けっこない よ
山仕 事おこたりおれば このようにこ燠 は熱くてつまめな い
大地から真黒 い球が湧きのぼ り空をわたりて大 地に沈む
馬の背の花嫁さん は十六歳方代さ んのお母さんな り
二枚折 の屏風のなかの盃 が酒をみたして おりにけるかも
鍬の柄に足をか らませ立ってい る冬の案山子にす ぎないのだよ
年 古りし柿の木な れど柿の木は不 思議なことに冬は 葉がない
死んでし まえばそれっきり なりと言い得べ くんば身を喰っ ている
のこぎりの癖の目 立の歯ならびに 松の消炭を塗込 めにけり
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犬 もくわない次男 の父は初めっから 小作人を徹底し たり
酒たばこふ っつりと止めま して専ら山の零 余子取りなり
一筆啓上パパイヤ の花房ながく月 にけむれり
湾の はずれに小さな 村があるすももの が赤く熟れてい る
山吹の芯を 抜き取りうけ皿に 蠟と燃やして手 をあたためる
がっしりと丈低く して首がない与 える首は要らな いからだ
湘南の 朝の電車がこと ことと通ってゆく のに手を振って やる
ゆらゆらと月 が出て来る差しか けし夜ばいの竿 の節を照らして
空の徳利に盃をふ せて遠くからな がめていると夜 が明けてゆく
茶を沸か し坐っていると 一日でネルでく るんだようである
鍵穴をのぞいて いると顔のない土 瓶の顔が浮いて いる
年 老いた博徒が一 人すみついて黒い 豆腐を作ってい ます
<

まっ黒い さくらの花がぼた ぼたと散りあら そえり目は盲いて ゆく 緑内障
ただ一人卓をかこ んでおりますと あわれでならな くなってくる
軒先 きに荒巻一本つ りさげて七十才の 春をまつなり
鼻まがりの 鮭をいただき見て みるとなるほど 見事な鼻曲りなり
ようやく秋ふかく して磨きぬれし ランプの火屋の ような心だ
取入れ をおえし田圃の はてしれず穴の なかから田螺をひ ろう
冬はもうそこ に来ているようで ある思わず声を かけてしまえり
ビニールのとよを つたって雨水が ひそひそ音をた てている

>

お隣り に詩を詠む人が住 んでいて見かけ たものは誰れもい ない
このように坐り つづけておりま すと膝っ小僧に黴 が生えてきた
本 卦がえりを迎え ることがなんなの か蒟蒻玉を伏せ ている
おのがじ し冬の田螺は子も ちなり甲陽軍艦 には出ていない
水晶の峠を越えて 首だけが甲府屋 形へ帰りゆきた り
父親 の広い背中にゆ び先で伊呂波を 書いて当ててもら った
人さまの魂 のようにつぶやい て蒟蒻玉の花が 咲いている
雪の舞う酒田の町 の街中を一人の 男が歩んで行っ た

<

鳥海 の広い裾野は根雪 なり鮭の博士が 住みついている 斎藤勇氏

>

秋ぐちに落し ておいた白菜の 葉が霜づいて赤ら みにけり
信玄は馬糞をまい て丈低き麦の品 種を作りひろめ き
父さん は藁穂を束ねてな んぼでも習字の 筆を作ってくれた
なべ蓋に紐をと おして軒先に高 く吊して眺めてい る
石 がきの穴の中か ら正月のいちご が赤く熟れておる
椎の実を ひろい集めてお餅 を搗いて食べて みにけり
古城の崩れかけた るほとりにてカ ポックの実がは ぜていた
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目 をつむりこわご わ中を覗きこみ瞳 をひらいたが底 がなかった
午後の日が ほこりのように さし込んで土瓶 の気分をやすめて いるよ
頭の毛に指さし入 れて掻いている 一人は遂に一人 なりけり
ころ がっている石こ ろのたぐいにて方 代は今日道ばた にあり
薇が八十八 夜の天をかるく持 ちあげておりた り
店先を通ってみる と歯こぼれの古 い鉋が売れてお りけり
赤旗の 日曜版のみ取り ましてずっと勉強 をしております る
わたくしの頭 を強く引っぱって 咲いているのは 蕗の薹なり
友だちの一人は逝 んで病院の解剖 室におさまって おる
甕の中覗 いてみると薄明 り春の夕がとけ こんでいた
妹のささ代が死 んで五十年天から 雪がこぼれきに けり
じ っとこう机の前 に腕をくみ坐って いると耳は要ら ない
ゆらゆら と月が出て来て六 月の泥田の空を のぼってゆく
信濃まで出かけて 行ってすり減り し鍬の刃先を鍛 えてもらう
浮き 世とは気持の悪 いところにて桐の 花が咲きかけて いる
死んでから ばちが当ってしま うから家の中に は酒を置かない
本当の嘘をまじえ たお話をして少 女子の心ほぐせ り
山上の みずうみの淵に 朱の色の日が一 つ止りおりたり
泡盛を時間を かけて飲み下し地 獄の底へ落ちて 行く
ゆきずりのめし屋 のめしを左手で めしを隠して食 べている
しげし げと顔を下から覗 き込み一杯だけ は銭っこいんねえ
早生れの方代さ んがこの次の次 に村から死ぬこと になる
山 椒の刺を生かせ し擂粉木を仕上げ て形見の品に加 える
へび苺の 酒は切傷突き傷の 妙薬にして疝気 にもよし
なべ蓋を鳴らして やると鶏が朝の 卵を産み下した り
躑躅 が崎の城跡に来 て口中につつじ の花を隠して食べ ている
貧乏な詩人 が一人住みついて 酒をたしなみめ しは食べない
大工道具をさがし 集めてひっそり と眺めることが 夢だった
西山 の山のくぼみに落 ちてゆく黒い夕 日よお疲れなって
なつかしい柱 暦は一日ずつへ いでおきさえすれ ばよかった
折りから甲斐路の 春は深く天まで 桃の花盛りなり
胯間に 短い竿を付けてお るキリスト様は 男なりけり
北条の隠し砦ま っ白く牛殺しの 花がおおいかくせ り
へ っ ぴ り 豆は 奥 歯 で なけ れ ば 砕け な い 皮 はか た く て 骨の 薬 な り（ へ っぴ り豆

=

甲州方言 で、雪割草）
洞山の洞の中から ひょっこりと方 代さんが出でて 来やした
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愛 用の麻の洋服を とり出して五月の 風を入れている
念仏を唱え るようにつぶや いて算盤玉の九 九を覚えし
榛の木の梢空にあ りて雀子がつる みながらに宙返 りせり
手の とどく己がめぐ りに陣を張り銀杏 の落ちるを待っ ている
大切に一日 ずつを暮らしおる 年をとっても遅 生れなり
行末のことに思い がおよぶ時急に 眼の先が暗くな り来る
学校は 出ていないけど お天気の土方仕事 はお手のもの なり
仕舞湯に漬け 込んでおきし種籾 がにっこり笑っ て出を待っている
一日に異存はない よ鍋底を顔の照 るまで磨きあげ たり
ほいほい とほめそやされ て生命さえほめ 殺されし人があり たり
なるようになっ てしもうたようで ある穴がせまく て引き返せない
性 荒き鶏の番にく れないの卵を生ま せくらしを立て る
もうすぐ に古稀を迎えるこ とになる酒もう まいが鶫もうまい
右側を急いで通っ て来たるゆえ逢 わずじまいと言 うことなのよ
丑の 日の河原よもぎ を干しあげて高血 圧の持薬とはす る
大木の槻の 梢になわ梯子わた して昼の星を眺 める

夏は酢蛸を召し 上がれ

今年 は七ツ実をつけに けり

このように生きて いるのを何とな く心苦しく思わ ないでもない
庭の隅 に一本枇杷の木 があった
欄外の人物と して生きて来た
河石を三つならべ て日本の庄内米 を炊いて食べた り
一度だ け候文で恋文をこ さえてつけしこ とがありにき
格安の墓地を買 うたという便り 一字一字のかなし かりけり
炎 天の苺を口に投 げ入れて舌の先を 少し焦がせり
しろがね の銀の御箸は毒茸 の毒をしらべる 箸なりにけり
その時に鎖大師の 鐘の音が土の底 から聴えてくる
桑の 実が色づいてお る少年は初めて のキスにまだ酔う ている
むくむくと 朝の野道を横切っ て土竜が穴をあ けておりたり
かたむける小屋を ささえるように して蕗の薹が咲 いていた
擂粉 木は芥子を捏ねる 棒にして見ると お目めがいたくな る
鶺鴒が天降り して来て河原の 水の流れをせき止 めている
掌に柿の壺花を拾 いあげ花のたく みに息のみにけ り
懸命に 袋をはっていなけ ればどんどん年 をとって来る
久遠寺のしだれ 桜の花の下にい つも少女が一人待 っている
行 先をきめざる旅 の途上にて一枚 舌を使っているよ
鶏は朝の 卵を産み落し一日 のつとめ上げて しまえり
杉苔の白くひろご る蝉しぐれ頼家 の首に吾れ見参 す
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な つかしい甲陽軍 艦全巻を揃えてほ っと安気なんだ よ
六月六日真 裸になって手を 合せチモール島 を偲んでおる
働かずして豆一粒 たりとも地上か ら盗んで口に入 れてはならぬ
職歴 はおこがましい が無職業古稀を迎 えることにはな りぬ
洗面をおこ たりおれば眼のへ りのあたりに青 いカビが生えて来 た
父上は龍吉といっ て九十六つぶさ に生きし偉い父 なり
「宿命 」に引導をわが 渡されて棗をさか なに飲んでおる
散るぞいな紅 き木の葉が木曽谷 の淵をめがけて 降りてゆくなり
藪柚子鉢にうつし て待つことにし て長いこと待っ ておりたり
まつかさ をつぶして松の 実を集めその日 の夜の酒代にかえ る
明方の夢に出で きし父上はめずら しく笑みをうか べていたり
若 くして母を失い 父親は戦火の中に 生き別れなり
白鳥の小 説をまたよみかえ し鬼の首でもと った思いよ
不思議なことがあ るのである枯木 に黒き鳥が止ま れり
ほと とぎす水引車も 咲きつぎて小屋の あたりの秋はゆ くなり
おもむろに 茶碗の蓋をとった とき朝日が赤く 射しこんで来た
冬瓜の種を培って おろおろと泣き たいけれど涙が でない
みがか れし十一月の小 海線相聞のうた ひとつなしたり
実をもてる藪 柚子これを亡き母 は西行法師と呼 んでおりたり
青松葉くべたる灰 を少しまき春欄 の根をあたため てやる
夢の中 に近づく父は無口 にて叺の帽子を かむっている
冬空のかぎりは ついに分らねば 眺めていると首が つかれる
壁 の穴にドアをと り付けしっかりと 鍵を中からかけ て住んでいる
市役所に 出向いて行ってし かたなく手続き をして手帳をもら う
新しい鰹ぶしを出 し掌の胼胝と一 しょにうまく削 れり
何処 かできっと一人 ぐらいは待って いる水仙の葉が土 をはみ出る
まっ暗に電 燈を消し瞳をつむ り大きな壺を覗 きこみにけり
冬の陽が真綿のよ うに射し込んで 大正三年も遠く なりたり
顎の 舌の心の中のおく ゆきはランプは 火屋のように黒い よ
戦争が終った 時に馬よりも劣 っておると思い知 りたり
みまかりし姉を探 して街中を歩い てみたが行き方 知れず
かけが えのない連れ合い もめとらずに二 代で家を消すこと になる
このようになま けていても人生 にもっとも近く詩 を書いている
八 階の窓の向こう ににこりと不二 が笑ってのぼりお りたり
一粒のジ ャムの甘さが絹糸 のごとく体をか けめぐりたり
一片のレモンをふ くみ手術後の口 を漱ぎぬ生き返 りたり
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細 長い茎から小さ な真白い提灯のよ うな花をさげお り
人生を覗い てみると面白い 死んでしまえば それっきりなり
こおろぎが御膳の 中に住みついて 穴からひげをの ぞかしている
暗が りの井戸の底よ り覗きおり呼んで る人の唇紅し
おもいきり 転んでみたいとい うような遂のね がいが叶えられた り
一行の詩形の中の 人物は霞を食べ て生きている
木曽谷 の淵をめがけて トロッコがうなり をたてて下りて ゆく
高橋新吉先生 の御説によれば神 様も法則にして 木の葉のごとし
八階の病床にあり てしみじみとめ しをたべてるう たをよんでいる
丘の上を 白いちょうちん が何かしら手渡 すために越えてゆ きたり
働かなければ食 べてはならぬとい うことを信じて きた石頭なり
今 宵鎖大師の祭で ある褄がないので 一人で出かける
青竹の節 を抜き取り山水を 庭に落して住ん でいる
うつし世の闇にむ かっておおけな く山崎方代と呼 んでみにけり
なん となく泣きたく さえなっていた柊 の花は白かりに けり
めずらしく 晴れたる冬の朝な り手広の富士に おいとま申す
右左口神社は小さ い石の祠にて馬 の手綱をかけし 石なり
ま夜中 をひとり静かに 茶をたてて心の 中をあたためてお る
うつりゆく時 雨にぬれて木耳が 大きく耳をうご かしにけり
詩と死・白い辛夷 の花が咲きかけ ている
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