信大･医短･紀要

ll

γol. 6. No. 1. 1980

一､本集は編年体による初めての上原三川俳句集である｡明治二十

九年から明治四十年までの俳句を発表年次別に配列した｡

十1㌧ 三川年譜考

十'三川俳句論‑編年体三川句集

九'糸瓜忌論争1選者としての三川

八㌧ 信濃十句集

七㌧松戸会小史 ‑ ｢は1き木｣を中心に

六㌧新題昆虫俳句

五､教育者としての一面

四㌧ 旧派との論争

三'｢新俳句｣編韓の内情

二'月次十句集における三川

一'日本派俳句との出会い

十'上原三川俳句集(編年体)
凡 例

上 底 三 川 (六)

‑日本派俳句運動の地方へ伝播状況Ⅵ‑

(本 号)

( 五号)

(以上四号)

のような場合には適宜現行の仮名遣いにより補った｡ とえば'

は異なり'動詞の活用部分が表記されていな 場合があるが'そ

みなさ かった｡ま ､送り仮名に関しても'現行の仮名遣いと

( 三号)

1'すべての句にあたり初出の雑誌名'新聞名'句集名を記し'重
新聞の場合には'発行年月日を記した｡

た｡雑誌'句集などの収録句には､雑誌'句集などの刊行年月を

複してとられている句には'それぞ の掲載個所をあきらかにし

( 二号)

(以上一号)

一㌧句の配列の仕方は'初出句形の発表年月日が早いものから並べ

一㌧ 句形は'初出雑誌､新聞'句集初版などにより初出の形を出
1瓢男､の類｡(ひょっとこ)

特殊な漢字には括弧を付して振りがなを施した｡ とえば'瓢男

手馴ぬ1手馴れぬ'の類｡仮名遣いの違いも異同とはしなかった｡

仮名にしたり'仮名を漢字に直したりする表記上の違いは異同と

し'異同ある場合には▽印を付し'傍に記した｡ だし'漢字を

が早いと推定し雑誌初出句をはじめに､新聞掲載句を後にした｡

方が新聞よりも発行までに期日を要しているので､発表句の入稿

たが､次のような配慮をした｡発表年月が同じ場合には'雑誌の

*

宮坂 敏夫

*信州大学医療技術短期大学部一般教育
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一'初出の雑誌'新聞などが不明であったり､作者の未発表句など
解題

句集原稿』の句形を尊重した｡

明治四十年 明治三十九年 明治三十八年 明治三十七年 明治三十六年 明治三十五年 明治三十四年 明治三十三年 明治三十二年 明治三十一年 明治三十年 明治二十九年

作句時期'発表年月不明のもの 二四七

び'『三川句集原稿』により､季語別に収録した｡その際'『三川

郎先生懐徳会､昭和十三年 月五日刊'編輯者胡桃津勘内) およ

は'年代推定が困難なので'巻末に『三川句集』 (三川上原良三
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粟飯のめんつう寒し川普請

木兎を泉の子と申す愚なるかな

濠端の片側町や枯柳

渋柿の垂れけり手のとど‑ところ

水澗れて古井の底に鳴‑竜馬

ごろごろと日向晒しの西瓜かな

朝夕は残る暑さもなかりけり

衣洗ふ盟に桐の1菓かな

隣から来てぶらさがる糸瓜かな

｡同'明29･10･8

｡同'明29･9･27

｡同'明29･9･14

｡日本'明29･ 8

小柄杓で女水打つ戸口哉

苔清水草軽ひたして別れけり

いとど

｡東露盤･明30冬

｡月次十句集､飯･明29･12

｡同'明29･12･10

｡日本'明29･12･6

｡新俳句･秋

｡同'明29･H･12

｡同'明･29･1 ･3

｡日本'明30･6 5

｡月次十句集'女･明29･1

｡新派俳家句集･夏

｡新俳句･夏

｡東露盤･明29夏

｡月次十句集'はきもの･明

｡日本､明30･6 5
29●10

｡新俳句･夏

｡承露盤･明29夏

明治二十九年
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上

取り残す菌小(さ)き恨かな

｡承露盤･明30秋

o同'やかな十七字句･明3

熟したるいちご嬉しき山路哉

｡新俳句･夏

｡東露盤･明30夏

逮‑から真赤に見ゆる椿哉

蚕室にならんで立てる土蔵哉

｡同･明30春､｢椿｣

｡同･明30春'｢蚕｣

｡東露盤･明30春

｡月次十句集'やかな十七字

｡日本'明30･6･17

●3

｡俳句会稿･明30春'｢鳥交
る｣

｡俳句会稿･明30春'｢桜｣

｡新俳句･春

藁屋四五軒まばらに梅の月夜哉

蓮枯れて弁天堂の淋しきよ

｡月次十句集'字余り･明30

｡日本'明30･2･16

三

川

閃

夕陽に小坊主急ぐ枯野かな

｡新派俳家句集･冬

｡新俳句･冬

かんてらや古足袋販ぐ道のはた

七キTTlウ

｡新派俳家句集･冬

｡日本'明30･‑･18

道端や一膳飯の夏柳

明治三十年

｡日本､明30･‑ 7

｡日本'明30･6･28

｡新俳句･夏

｡蔑露盤･明30夏

｡同'飯･明29･12

松涼し巡礼親子飯を‑ふ

｡東露盤･明30夏

｡月次十句集､飯･明29･12

●2

句･明30･3

本堂の屋根高うして鳥交る

原

自転車の立てかけてある花の茶屋

陽炎の中に立ったる地蔵哉

｡承露盤･明30春

｡俳句会稿･明30春'｢陽炎｣

背戸川や薄濁りして水ぬるむ

｡俳句会稿･明30春'｢水ぬ
るむ｣

｡新俳句･春

｡東露盤･明30春

芽美しく杉の節に雨晴れぬ

｡新俳句･春

｡月次十句集'杉･明30･9

｡承露盤･明30春

竹植ゑて心に適す中庭かな

朝露の踏(ち)心よき芝生哉

｡承露盤･明30秋

｡同'心･明30･4

｡東露盤･明30夏

｡日本'明30･6･17

｡月次十句集'心･明30･4

押しあふて姦ふんばる袋哉

｡新俳句･秋

｡承露盤･明30秋

●3

｡同へ やかな十七字句･明30

｡新俳句･秋
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畠打つ十歩にあさる鵠かな

恋猫の忍びよるこそ可笑けれ

燕の曲りそこわし小路哉

山寺に御闇をさぐる彼岸哉

風強うして凧の小(さ)き恨哉

蝶二つ黄なるは少し小(さ)‑して

▽畑打の道をへだてゝ語りけり

畑打の道を隔て1話かな

鳥ないて椿ちる也星が岡

落椿大いなる鯉の浮びたる

ごみための横にさいたる椿哉

椿さく谷中の墓地の夕哉

小さい子の拾ふて居るよ落椿

大いなる椿花咲‑山の寺

｡東露盤･明30春

｡同･明30春'｢椿｣

｡同･明30春'｢椿｣

｡同･明30春'｢椿｣

｡同･明30春'｢椿｣

｡同･明30春'｢椿｣

｡俳句会稿･明30春､｢椿｣

鉢権や幹老いて枝若き梅

鴬のゆかしや竹の薬隠れに

｡乗露盤･明30春

｡東露盤･明30春

(三川句集)

｡新派俳家句集

｡新俳句･春

｡東露盤･明30春

｡東露盤･明30春

｡東露盤･明30春

｡新俳句･春

｡新俳句･春

｡東露盤･明30春

｡新俳句･春

｡承露盤･明30春

｡東露盤･明30春

0月次十句集'卜笈･明3

｡春夏秋冬･春之部
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｡月次十句集'道路･明30
10

秋近き風が吹‑なり橋の上

砂原に草少しある清水かな

夏疫をふ‑れいでたる腫物かな

池広‑菖蒲河骨なんど咲く

雪隠の屋根にちらぼる菜の花

大川を驚流る1五月雨

濠端に人力ならぶ柳かな

鵠地蔵にいほ‑日の永き

櫨塞いで育‑小(さ)き畳かな

道端に藤咲いて居る両かな

生垣にそうてひらひら蝶黄なり

とび込んで盟を泳ぐ蛙かな

子雀の寵に死んだるむ‑み哉

彼岸すぎ彼岸桜の咲きにけり

出代の女は‑ろの大いなる

老僕の出代りもせで二十年

転地して磯菜つむべき我が病

｡同･夏

｡同･夏

｡同･夏

｡同･夏

｡同･夏

｡新俳句･夏

｡同･春

｡同･春

｡同･春

｡同･春

｡同･春

｡同･春

｡同･春

｡同･春

｡同･春

｡同･春

｡新俳句･春

お台場の七ツ並んで霞みけり

｡新俳句･春

｡東露盤･明30春

｡新俳句･春
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上

長き夜を早くいねたる隣かな

井戸端や1むらだ穂にいづる

砂原や短き草にぼった飛ぶ

嬉蝿のうらみを呑んで死する哉

泥に飛んで力尽きたる急かな

｡同･秋

｡同･秋

｡同･秋

｡同･秋

｡新俳句･秋

両国の花火開‑や舟の上

｡月次十句集､船･明30･1

凍てし道を屑ひろひ行(‑)老爺哉

｡同'ト笈･明30l

･同'卜塞明30･1

｡承露盤･明30冬

川

内

尼寺の杉垣低き紫苑哉

蚊や蚤や子多‑してわれ病めり

河骨の花をめぐりて水馬

鯉も亀も見えず蓮の盛りかな

絵日傘の目もと口もと愛らしき

桃源や水清‑して蚊も居らず

駄菓子店に蚤寵なんど売って居る

小(さ)き寵にたんと入れたる蚤かな

｡月次十句集､杉･明30･9

｡承露盤･明30秋

｡同･夏

｡同･夏

｡同･夏

｡同･夏

｡同･夏

｡同･夏

｡同･夏

家二軒道を挟んで砧うつ

｡月次十句集'道路･明30

10

大道や寒き易者の八字皐 移徒や書き日を卜す小六月

三

▽家二軒道をはさんで砧かな(｡新俳句･明30秋)

｡承露盤･明30冬

｡月次十句集'道路･明30

｡承露盤･明30秋

原

｡承露盤･明30秋

｡新俳句･秋

10

辻占や揚屋の臣煙夜更けたる

髭撫で1易を学ぽん冬寵

辻占や按摩の声や冬の月

売卜の旗や小道の栢柳

胸すゞし御聞きぐれば日‑舌

参宮の首途うらなふ日永哉

北馬南船ことしも暮れて仕舞(ひ)けり

笹舟に乗りて盟の急かな

秋の空風船高‑あがりけり

初汐に乗りて小(さ)き帆船哉

軍艦に天子行幸し玉ふ秋

店先や胡瓜のせたる藁の船

二三人小船漕ぎ居る裸かな

風船に結びつけたる吾書哉

万歳の猿曳と逢ふ渡し舟

小(さ)き鉢に鬼灯熟す町の家

洪水のあとや巴の泥に伏す

甲板や大海原の星月夜

寵の虫葎の虫と鳴きにけり

｡同'卜笈･明30･12

｡同'卜笠･明31

o同'卜笠･明301

｡同'ト笈･明30l

｡同'ト笈･明30･12

｡同'ー笈･明30･12

｡同'船･明30･1 1

｡同'船･明30･1 1

｡同'船･明30･1 1

｡同'船･明30･1 1

｡同'船･明30･H

｡同'船･明30･1 1

｡同'船･明30･1 1

｡同'船･明30･1 1

｡月次十句集'船･明30･1

｡同･秋

｡同･秋

｡同･秋

｡同･秋
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天鷲続の襟をかけたる蒲団かな

御停止やしょぼく寒の雨が降る

鉢棺のそのま1菊の枯れにけり

初雪のさらりくと降りやみぬ

凧のあと静かなる月夜かな

真夜中や凧荒る1峰の寺

｡同･冬

C同･冬

｡同･冬

｡新俳句･冬

くりぬいて火鉢となさん木の根哉

朕の頬に涙流して泣‑児かな

吉原の遊女居並ぶ火鉢哉

杉なりにつめる炭崖の俵哉

｡承露盤･明30冬

｡承露盤･明30冬

袋 風呂を出てほかんとすれば小(さ)き足

奥様の焼芋をたんと召し給ふ

｡東露盤･明30冬

｡承露盤･明30冬

四辻や毛布に車夫の夜明けたる

追剣の頭巾もせざる胆大き

来年もまた凶とやら我身哉

｡承露盤･明30冬

｡同､卜笠･明3l

英照皇太后崩御

｡同･冬

｡同･冬

雛の間に寝ねたる姉と妹かな

屋根にして頭の上や猫の恋

ガラス窓に雨ふきつける柳かな

道ばたの董わづかに花咲きぬ

誰がさきに摘みあらしたる茎哉

訳もな‑牡鹿の角の落ちけるよ

｡承露盤･明31春

｡同･ 31春

｡同･明3 1春

｡同･明31春

｡同･明31春

｡承露盤･明31春

｡東露盤･明30冬

｡新俳句･冬

畦道や姦飛びつく馬の顔

嬉燭の馬に踏まれし最期哉

｡東露盤･明31秋

｡同'居･明31･3

｡承露盤･明30冬

｡新俳句･冬

｡承露盤･明31秋

｡同'馬･明31･3

｡新俳句･冬

けし炭や火を吹(き)起す火吹竹

｡東露盤･明3 1冬

｡同'炭･明31･‑

｡新俳句･冬新題か

鈎屑を入れる炭の俵かな

∇鋸屑をつめ込む炭の俵かな(｡はゝき木4号'明38･1)

｡承露盤･明3 1冬

｡同'炭･明3 1･‑

炭層の起りがてにして消易き

｡東露盤･明3 1冬

｡月次十句集､炭･明31･

明治三十一年

｡新俳句･冬新題か

｡東露盤･明30冬

｡新俳句･冬新題か

横町や炭団干したる屋根の上

中ほどに松一本の枯野かな

道端に地蔵淋しき枯野かな

濠端や電信柱枯柳

｡同･冬

｡同･冬

｡同･冬

｡同･冬
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上

破垣や鬼灯熟す草の中

｡承露盤･明31秋

北風や雪吹きつける硝子窓

｡承露盤･明31冬

｡同'洋語･明3 1･10

ペンキ塗の家新しき若葉哉

菖蒲湯にこみ合ふ人や赤子泣‑

｡同'子･明31･12

｡承露盤･明31夏

｡同'洋語･明31･10

｡承露盤･明31夏

龍躍り虎うづ‑まる雲の蜂

▽正にこれ龍虎争ふ雲の峰(三川句集)

｡承露盤･明31夏 ｡同'雲･明31･6

｡蔑露盤･明3 1秋

原

三

川

内

行秋の雲ちぎれ飛ぶ夕哉

越後女の信濃男と出代りぬ

▽山吹を縁に活けたる手桶哉(三川句集) 山吹を縁に生けたる手桶哉

｡月次十句集'雲･明31･6

D春夏秋冬･春之部

｡承露盤･明31春

岨道や谷を隔て1藤の花

｡ほと ぎす2巻6号･明32

｡承露盤･明31春

井戸端に話す頗同士かな

｡同

｡同

乾鮭の愚直を笑ふ河豚かな

夜の雪引きとめられて話しけり

｡ほと ぎす2巻4号･明32

｡ほと ぎす2巻4号･明32

逮 ･‑募集俳句｢話｣四方太

･‑募集俳句｢笑｣'子規選

明治三十二年

唐草の蒲団をかけし煩煙哉

草枯れて夕日つめたき土手の道

露にぬれて草刈る里の童哉

名月や草に人坐す岡の上

｡同'革･明31･1 1

｡同'草･明31･1 1

｡同'草･明31･H

｡同'草･明31･1 1

｡ほと ぎす2巻4号･明32

･‑東京俳句界

｡春夏秋冬･春之部

｡ほと ぎす2巻6号･明32

｡東露盤･明3 1春

｡春夏秋冬･春之部

｡承露盤･明31春

｡春夏秋冬･春之部

■3

●3

短日の法話に暮れぬ山の寺

いとせめて人の恋しき雛かな

たのもしき苗代水のあふれ哉

穂出でんとして蔓草からむだ哉

下駄投げて草軽買ひけり五月雨

草入れて水吹‑寵の蚤哉

道草の境にうづむいきれかな

うつくしやうら若草のうすみどり

｡同'草･明31･1 1

｡同'草･明31･1 1

｡同､草･明31･1 1

｡同'草･明31･1 1

｡月次十句集'草･明31･ 1

踏切に汽車待つ稲の車哉

｡ほと ぎす2巻 号･明31

･1 松声会

｡同'草･明31･1 1
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小1里や湖を隔て1桃の村

｡月次十句集'小･明32･

洗濯の足袋つるしたる短煙かな

乞食の飢ゑて凍えて死にもせず

靴ふきに泥の凍てつ‑玄関かな

凍えたる手を懐や立話

小坊主や庭を掃く手の凍えたる

｡ほと ぎす2巻5号･明32

C同

｡同

｡同

｡同

凍てたるを右に曲りしぬかりかな

睦じ‑寒さを語る夫婦かな

うた ねの酔は覚めたる寒さかな

離れ家に燈火更‑る寒さかな

｡ほと ぎす2巻5号･明32

｡同

｡同

｡同

1穂の寒燈更くる夜学かな

｡ほと ぎす2巻5号･明32

･2募集俳句｢凍｣子規選

･2松声会

画探しの頭よせたる拒健かな

泥の手にちよと顔梓き汐干かな

うつくしき手を汚したる汐干かな

書き人の手づから菊の板分かな

菜の花の御手に萎れぬ立仏

手洗ふや善男善女藤の花

｡ほと ぎす2巻6号･明32

｡同

｡同

｡同

｡同

｡同

結)子規選

･3募集俳句｢手｣ (春季

泥足の小(さ)き跡や春の橡

｡ほと ぎす2巻6号･明32

｡同

足洗ふ背戸の小川の温み哉

｡ほと ぎす2巻6号･明32
･3募集俳句｢足｣露月選

｡月次十句集'絵画･明32･‑

｡承露盤･明32春

･2募集俳句｢冴｣鳴雪選

入海に臨む小春の二階かな

｡東露盤･明32冬

｡東露盤･明32夏

｡ほと ぎす2巻5号･明32

｡同

･2募集俳句｢寒｣虚子選

日さませば腕のしびれや春の雨

お祭の狂画をかきし行燈哉

空冴(え)て星の尾長‑消えにけり

寂として電燈冴(ゝえ)る停車場

｡同'小･明32･2

｡承露盤･明32秋

大仏を写生してゐる桜哉

話しながら若き夫婦の大根曳

｡月次十句集'絵画･明32･

｡同

1

嬉郷の小痔に障る素振哉

小便に起きねばならぬ寒さ哉

漕ぎ戻る蟹の小舟をしぐれけり

掲示場の小(さ)き氷柱や村役場

うつ‑し 草花咲ける中庭かな

橋守の小屋流れけり五月雨

つぶつぶと田螺つぶや‑小柄哉

足音に田螺蓋する小柄哉

｡同

｡同

｡同

｡同

｡同

｡同

｡同

｡同
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上

貧乏に生れたるこそ涼しけれ

水色の涼しき襟や誰が妻ぞ

道端の木蔭涼しき茶店かな

湯あがりの涼しき楼に上りけり

｡同

｡同

｡同

｡同

垣の蕃夜くれなゐ深‑雨晴れぬ

涼しさの浅き流れやかちわたる

皇城の高石垣や秋の水

墓原に菌沢山生えにけり

｡ほと ぎす3巻1号･明32

｡同

蝉の覗いて居るよ石の下

虫亮の燈火残る大路かな

朝顔の今朝一輪を咲きそめぬ

｡信濃日報･明32･913｢茸｣

｡同

｡信濃日報･明32･9 13｢虫｣

｡同

｡信濃日報･明32･9 13｢朝

･9募集俳句｢巴｣虚子選

石垣に蔦這ひさがる御濠かな

｡ほと ぎす2巻10号･明32

｡ほと ぎす2巻8号･明32

｡月次十句集､垣･明32･5

畑中に巴刈らざる誰が塚ぞ

三選やく1りあげたる花す1き

さらばとて別るゝ野路の芭かな

照り雨や狐嫁入る薄原

｡ほと ぎす2巻12号･明32

｡同

｡同

｡同

産土神の森高うして木の芽かな

二三本残る接穂や日暮れぬ

｡ほと ぎす2巻7号･明32

｡同

･4募集俳句｢木芽｣子規選

･7東京俳句界｢垣｣十句集

･5募集俳句｢妻｣ (春季

結)子規選

｡春夏秋冬･秋之部

内

妻供して温泉に行‑や春の人

32●8

朝顔のこぼれて咲くや裏の畑

顔｣

川

｡承露盤･明32夏

｡月次十句集'かぶり物･明

･6募集俳句｢暮夜｣鳴雪選

見付からで腐る菌や道の端

三

夏帽の四五人づれや語り行‑

｡ほと ぎす2巻9号･明32

｡ほと ぎす2巻1 号･明32

･8募集俳句｢涼｣碧梧桐選

原

･9募集俳句｢巴｣虚子遠

群がれる木曾の野馬や花巴

訪ひよれば句を乞ふ萩の主かな

｡ほと ぎす2巻12号･明32

｡同

柿多‑接ぎし畠や山の寺

｡ほと ぎす2巻7号･明32

桐選

内の萩隣の萩も咲きにけり

･3東京俳句界

絵を書いて絵師の‑れたる扇かな

玉垣に干瓢干すや禰宜が妻

｡ほと ぎす2巻12号･明32

｡ほと ぎす2巻12号･明32
･9募集俳句｢萩｣子規選

･4募集俳句｢接木｣碧梧

･9松会声8月8日

｡ほと ぎす2巻1 号･明32
･8松声会
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｡ほと ぎす3巻4号･明3

寒菊の久し‑咲かぬ苔かな

乱れ咲く空家の庭の黄菊哉

日曜を菊見に約し別れけり

道端に野菊咲いたる地蔵哉

黄菊咲いて鶏あさる犀風哉

｡同､菊･明32･1 1

｡同'菊･明32･1 1

｡同､菊･明32･1 1

｡同'菊･明32･1 1

｡同､菊･明32･1 1

同姓の中家つゞきゃ黄菊さ‑

｡同'菊･明32･1 1

菊咲いて日当りのよき中庭哉

酒買ひに妻をやりたる柚味噌かな

捨てられし柚味噌のからの哀れなり

｡月次十句集'菊･32･1

｡同

｡同

･‑東京俳句界

｡ほと ぎす3巻2号･明32

規選

美しき寵にさへづる目白哉

｡承露盤･明3 秋

蓋取れば蓋につきたる柚味噌かな

｡同'自･明3 ･‑

｡承露盤･明3 秋

押し合うてせり出されたる目白哉

煤掃の隣を憎む挨かな

｡月次十句集'自･明3･‑

｡同

煤掃いてたそがれ寒き灯かな

通羽子やうかれめなりし人の妻

｡ほと ぎす3巻4号･明3
･‑募集俳句｢焼払｣青々選

｡ほと ぎす3巻4号･明3

規･虚子共選

･‑募集俳句｢遣羽子｣子

｡承露盤･明3 秋

枝豆の山なす皮や盆の上

山裾の中家がちなり柿林

｡ほと ぎす3巻2号･明32

｡同

｡同

白雲のちぎれて飛ぶや秋の山

｡ほと ぎす3巻1号･明32

結)鳴雪選 ･10募集俳句｢山｣ (秋季

桐選 ･1 募集俳句｢新酒｣碧梧

･1 募集俳句｢柚味噌｣子

鼻紙を探る夜寒の裸哉

明治三十三年

温めて徳利溢る1新酒かな

朝寒の温泉姻たつや流れ尻

｡月次十句集､紙･明32･12

pほとぎす3巻号･明

･12松声会

彩しき煤や仏を洗ひけり

｡同

寝て聞‑や遠ざかり行‑寒念仏

｡同

虚子選

･12募集俳句｢仏｣冬季結

結)子規選

･10募集俳句｢水｣ (秋季

だんくに近づ‑声や寒念仏

枯れつ‑す花壇の菊や寺淋し

菜畑の隅に枯れたる黄菊哉

寒菊を鉢にあはれむ日向かな

｡ほと ぎす3巻3号･明32

｡同'菊･明32･1 1

｡同'菊･明32･1 1

｡同､菊･明32･1 1
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上

をかしかりし春の夜会の茶番哉

芝居見て戻る夜道や春の雨

春風や田舎巡りの旅役者

浄瑠璃を聞きに這入るや春の寄席

奉納の娘芝居や春祭

出来秋の日和続きや村芝居

o司

｡同

｡同

｡同

｡月次十句集'芝居･明3･4

｡同

看板を見て通りけり初芝居

｡ほと ぎす3巻9号･明3

原

三

春の夜や卓上の人の頬冠り

春の夜の更る灯や小料理屋

｡同

｡同

｡月次十句集'芝居･明3･4

梨食うて痛みたる齢歯かな

寂として虫な‑原の中家かな

名月の山の‑ばみに上りけり

雲明り月待つ橡の話かな

内

化されし春の夜道や酒の酔ひ

｡ほと ぎす3巻6号･明3
･4募集俳句｢春夜｣鳴雪選

･7東京俳句界

子を載せて引き引‑稲の車哉

川

ひっかゝる坊主頭や蚊帳の裾

夜寒さを語る翁と娩かな

｡ほと ぎす4巻2号･明3

｡同

離れ家に藁打つ昔や夜寒の灯

柳散る貧乏横町の空家かな

｡ほと ぎす4巻2号･明3

｡同

はり交の古き犀風や冬寵

胡坐して机に向ふ行火かな

足袋脱いで机の下に拠りけり

｡ほと ぎす3巻5号･明3

｡同

｡同

受付の机の上の火鉢かな

結)四方太選

張技の筒に新茶を納めけり

短夜の茶のみ話や鶏がな‑

追分の茶屋に休らふ清水哉

｡ほと ぎす4巻1号･明3

｡同

｡同

｡同

Dほと ぎす3巻5号･明3

｡ほと ぎす3巻5号･明3

･3松声会

行秋の城下見下ろす山家かな

外套や鉛筆捜るポッケット

･3募集俳句｢机｣ (冬季

道端の腰掛茶屋や心太

･3募集俳句｢筆｣ (冬季

結)子規･虚子共選

浄瑠璃に目を脹らしたる頭巾哉

団洲の顔いかめしき団扇哉

絵団扇の役者に惚れし女哉

｡同

｡同

｡同

むしは

｡同'明3 ･1 ･23｢稲｣

｡同'明3 ･1 ･23｢梨子｣

｡同､明3 ･1 ･2 ｢虫｣

｡同

｡信濃日報'明3･1 ･21｢月｣

･H松声会

･1 募集俳句｢夜寒｣鳴雪選

碧梧桐選

･10募集俳句｢家｣鳴雪･

oほとぎす3巻10号･明

紘)四方太選

･7募集俳句｢茶｣ (夏季
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窓あける裏の二階や雪の山

勧められて仲間になるや河豚汁

明治三十四年

｡ほと ぎす4巻4号･明34

｡信濃日報'明34･1 2 ｢三

新米の市に上りし相場かな

大輪の黄菊を鉢に移しけり

小さ‑て取残したる菌かな

角力取の馬の跨る山路かな

房長‑棚に葡萄の熟しけり

｡ほと ぎす4巻3号･明3

｡同

｡同

｡同

｡同

｡同

･12募集俳句｢凧｣四方太選

･‑募集俳句｢河豚｣虚子選

病む妻の譜語寒き夜伽かな

木精の雨戸に荒れて明(け)にけり

▽貧乏の病みわづらひや年暮れぬ

｡はゝき木3号'明37･12

下駄の歯に踏みはきまるや栗の雀

熟したる鉢の柘相の二つかな

朝寒の水汲む音や車井戸

刈跡の山田に残る案山子かな

｡同

｡同

｡同

｡同

つかむ手や亀ふんばる力足

洗濯す庭の日南や鶏頭花

鉢植の鶏頭や橡赤と黄と

旅寵屋に手紙書‑夜や雁の声

後れたる1羽の雁や声悲し

｡同'明3 ･1 ･29｢秋季の

｡同

｡同'明3 ･1 ･27｢鶏頭｣

｡同

｡同'明3 ･1 ･25｢雁｣

見ゆるなり雪降る橋の人通り ｡同

裏川の早き流れや雪の降る

雑吟｣

貧乏の病み煩ひや年の暮

猿曳に集ふ鼻たれ子供かな

元日の店を閉ぢたる町家かな

｡ほと ぎす4巻5号･明34

｡同

｡同

初夢やひたと忘れて仕舞ひける

朝窓や川をへだて1雪の山

ふりやむや向ひの山の松の雪

頂や神の灯ともる雪の山

犬連れて猟人上る雪の山

川に沿ふ麓の村や雪の朝

裏山の松の木立や雪晴れぬ

雪の夜の枕に高き瀬音かな

｡信濃日報'明34･1 29｢新

｡同

｡同'｢草庵即景｣

｡同

｡同

｡同

｡同

｡同

暮近き雪の川舟下るなり

石堤の雪に綱引‑舟子かな

▽見て居るや雪降る橋の人通り(三川句集)

(三川句集)

｡ほと ぎす4巻5号･明34
･2募集俳句｢病｣鳴雪選

虚子選

･2募集俳句｢病｣ (冬)

年雑詠｣

｡同

｡同

｡同

清楼｣十句
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上

襟垢の蒲団つめたきとまり哉

｡同

猿曳も猿も寝ねたる蒲団かな

河豚食うて病癒ゑたる話し鼓

｡信濃日報'明34･2 7｢蒲

｡同

頻ぐ歯にしみ渡る清水かな

｡信濃日報'明34･7 18｢夏

｡同

雑｣

手を伸べて火箸を探る痘怪我

うたゝねの覚めて火の無き短煤哉

はさみ出す痘蛙の燐や煙草盆

叱られてうつ向いて居る艇燥哉

｡信濃日報､明34･2 6｢冬

｡同

｡同

｡同

｡同

季雑吟｣

団｣

仰向(汁)に蟹の死んだる清水哉

河豚汁の鍋を洗ふやあ‑る朝

･7松声会

原

三

川

内

黙然と留守居して居る艇焼哉

打ち帯(れ)て鴨の浮寝や小春なぎ

より添うて鴛鷺の番ひの浮寝哉

｡信濃日報'明34･2 17｢冬

｡同

｡同

橡側の暗きに寵のほたる哉

唐桟の袷二子の羽織かな

走り穂の麦たのもしき試作哉

｡ほと ぎす4巻10号･明34

o信濃日報'明3･6 27｢麓｣

｡信濃日報'明34･6 2 ｢袷｣

｡同'｢麦｣碧梧桐選

･6募集俳句｢麦｣鳴雪選

橡先や霞はねとぶ鍋の尻

茜易の桶にとびこむ霞かな

はね返る坊主頭の露かな

掛乞の隣の家を誤りけり

掛乞や釣銭探す草財布

｡信濃日報'明34･2 15｢冬

｡同

｡同

o信濃日報'明34･2 3｢霞｣

｡同

｡同

季雑吟｣

季雑吟‑拒煙｣

暖き笠も嬉しやかしまたち

降りしきる雪やお濠の浮寝鳥

上風に吹きちる麦の黒穂哉

焼跡にきたなき池の氷哉

雨だれの氷に遊ぶ子供かな

はりつめし諏訪の湖水の氷哉

霞ふる氷の上や庭の池

往来に氷る小川の流れかな

｡ほと ぎす4巻9号･明34

｡同

｡同

｡同

｡同

｡同

掛乞の財布重たき銅貨かな

｡信濃日報'明34･2 3｢掛
乞｣

▽番兵の暁髭の氷りけ (｡ほと ぎす4巻6号･明34･)

番兵の暁近し髭氷る

水鉢の氷拾つるや雪の上

暖めて氷とかす薬瓶

｡同

｡同

｡同

注がんとす水人の水氷りけり

｡同

日月｣十句

鞄かけて氷をすべる生徒かな

ひっかけて短煙にねたるや蒲団哉

｡信濃日報'明34･2 8｢閑

｡同

24

ひげ撫して上座の客や実話

市に買ふて久しき鉢の菊枯れぬ

‖噺

｡長野新聞'明35･12･3'

｡長野新聞'明3 6･‑ 6

｡ホト ギス6巻6号･明3 6

谷川に音して谷の茂りかな

村塾や棒の大樹茂りけり

ふらこ に雨後の落花や人あらず

転寝を起せど起きぬ拒煙哉

健かに父母在ます但煙かな

太選

草餅に仏事営む忌日かな

曲水にいやしき人も交りけり

洲の芦も打の声も枯れにけり

･12募集俳句｢臣燥｣四方

納屋の軒干菜の縄のたるみ鼻

麦飯や柁しきものに干葉汁

｡ホ‑トギス5巻2号･明34

･3松声会

捨舟の水の港や松藻虫

松藻虫きたな‑水に住ひけり

うそ寒き夜道や橋を渡りけ

夕貌の棚の日陰や洗濯す

明治三十五年

｡ホ‑ ギス5巻6号･明35

｡ホト ギス6巻3号･明35

｡同

｢句さく｣｡

｢句さく｣｡

谷間の家か‑れたる茂りかな

小雀の小蛤ともならずして

明治三十六年

･1 1松声会

松藻虫つと沈みけり浮きにけり

▽松藻虫つと沈みけり浮びけり

｡ホト ギス5巻1号･明34

鳴雪選

明治三十七年

･10募集俳句｢道路｣(秩)

汗しとゞ暑き河原を戻りけり

誰が掛けし道の清水の寛哉

｡ほと ぎす4巻12号･明34

｡同

･9松声会

新しき袷嬉しき首途哉

初袷袴短‑穿きにけり

｡同

｡同

素袷や女郎屋を覗‑懐手

(三川句集)

｡同

｡信濃日報'明37･6 7 ｢茂

｡同
り｣

｡同

｡信濃日報･明37･4 5 ｢春

｡同

季雑詠｣

｡信濃日報'明37･2 6｢干

｡同

菜｣

｡同

｡同

｢松藻虫｣

｡昆虫世界7号･明371･

｡氷むろ4号･明36･8｢袷｣

桐選 ･2募集俳句｢枯菊｣碧梧

25

上

毛虫多き隣の桃を悪みけり

｡同

胴中を挟む毛虫の藻掻かな

雲間洩る日影卯の花下し哉

毛虫をば雲突‑男怖れけり

暁の雲横たふや若葉山

｡昆虫世界83号･明7 ･

｡同

｡同

｡同

｢毛虫｣

鶏頭の赤き心や愛すべし

｡同

隣家の盤鶏頭を‑れければ

｡長野新聞'明37･ 18

雲脚や粟の花咲‑麓村

雲の峰‑づれて赤し西の天

そ1り立つ高根の上や雲の峯

｡同

｡同

｡同

原

｡長野新聞'明37･ 18

三

川

梅雨晴の‑も棚び‑や裏の山

冨士詣下界は雲にか‑れたり

｡同

｡同

内

･長野新聞'明37･ 18

湧き起る脚下の雲や不二詣

川狩の雑魚に交れる小蝦哉

川狩や獲物はね出る草の上

川狩の人小便す水の中

｡信濃十句集'雲九句･明37

｡同

｡同

｡同

●6●10

木瓜の実の片面赤き日受哉

とび人の赤棒や宮相撲

｡同

0同十句集

｡はゝき木1号･明37･10
37･8･10

年々の垣に赤しや鳥瓜

頼冠る若衆は誰ぞ夕すゞみ

短夜を遊び疲れし朝寝哉

夕涼み辻講釈に這入りけり

朝顔の二葉に嬉し今朝の雨

朝雨は晴れて らく暑さかな

晩酌やつり獲し鮎の両三尾

｡信濃十句集､色彩十句･明

｡同

｡同

o同

｡同

｡同

｡同十句集

｡同十句集

校門の左右に茂る柳かな

茂りたる枝を努らしむ柳かな

｡信濃日報'明37･6 9｢川

｡同

｡同

夕すゞみ夜店の町を通りけり

石燈寵の笠に落ちたる毛虫かな

ごみ取に集めて流す毛虫かな

おばしまに禿驚‑毛虫かな

｡信濃十句集'朝夕十句･明

｡同

｡同

｡同

狩｣

紫陽花の浅黄涼しや朝の程

｡はゝき木1号･明37･10

川狩の桶を覗けば絵かな

｡はゝき木1号･明37･10

魚とんで夕涼しや流し針

夕顔の夕や人のなつかしき

｡同

｡同
37●7●10
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百本の花火半ばや月出でぬ

登第の帰省嬉しき墓参哉

｡同'｢花火｣選者吟

｡同

虹矧鳴いて月傾きぬ陣の夜

なりすぎて今年の柿の小(さ)き哉

｡はゝき木1号･明37･10'

｡同

交るく母子して打つ砧かな

｡はゝき木2号･明37･1 ㌧

｡同十句集

山葡萄累々として熟しけり

見付けたる通草とれぬや岨の道

温泉帰りの道に食ひ飽‑通草哉

羽あるが洋燈に来たりあぶらむし

蜜蜂の蜜ありまきの甘露かな

あぶらむしっ‑や年々庭の暮夜

縮れたる接木の梅やあぶらむし

｡信濃十句集'時十句･明37

｡同

｡同

｡松声会'明37･9 8

○司

｡同

｡同

｡同

槍梅のしづ枝はづ枝やあぶらむし

寺子等が硯洗ふや水果し

葉鶏頭燃ゆるが如‑色栄えぬ

柿畑や柿の名所の柿紅葉

尻据ゑて土手に舟待つ草紅葉

ませ低‑大輪の黄菊咲きにけり

草紅葉鼻欠地蔵倒れけり

｡昆虫世界85号･明379･

｡同

｡同

｡同

｡同

｡同

｡同

兄弟の契りを結ぶ新酒かな

売り残す庭の1木や梅もどき

祝控の昼夜を徹す花火かな

飛石にとびつく鼠花火かな

暮然に鼠はなびの走りけり

川下に遠き何れの花火かな

湖を隔て1遠きはなびかな

交るくあがる花火や二処

｡信濃十句集'人倫九句･明

｡松声会'明37･10 2

｡同

｡同

｡同

｡同

｡同

｡同

▽槍梅の下枝上枝や蛸虫(三川句集)

｢あぶらむし｣

●9●10

秋季雑吟

野鼠の穴に引き込む落穂哉

長き夜の亡骸守る灯かな

師の坊が病柚味噌をす めけり

▽師の坊が病柚味噌をそゝめけり

｡はゝき木3号･明37･12

｡同十句集

｡ほゝき木3号･明37･12

稲妻を恐るゝ妹が卑怯かな

稲をこく女房稲刈る亭主かな

｡同

｡同十句集

｡はゝき木3号･明37･12

母君がひとりや二十六夜待

打ちつれて姉も妹も踊りけり

弟の兄より強き相撲かな

すぎはひや貧の親子が小鳥網

｡同

｡同

｡同

｡同十句集

｡はゝき木3号･明･37･12
37●10●10
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うんか焼‑人や罵る裏田圃

｡同

畦草と共に焼かる 浮塵子かな

両側にあし枯れ戦ぐ小川哉

蔦かれて崩れか1りし土塀かな

蔦枯れてあらはれにけり谷の坊

｡昆虫世界8号･明3712･

｡同

｡同

o同

上

原

三

四阿の屋根にかれたる葱かな 道端に小便するや枯葎 枯芝やホテルの庭の冬菩夜 庭の菊鉢の菊皆枯れにけり

芭枯れあし枯れ長き堤かな

蓮枯れてきたなき池となりにけり

｡同

｡同

｡同

｡同

｡同

｡同

｢浮塵子｣

川

内

枯あしの水に折れ伏す淀みかな

廃園の隅に赤しや梅もどき

｡信濃十句集'草枯十句･明

｡同

立ち代り見て行く人や走馬燈

畦道を押し行‑いねの車かな

稲高‑積みて引き出す車かな

試みにちぎるや既に柿赤し

湖を前に山を後や揚花火

初なりの柿もぐ九月十九日

｡松声会'明37･1 ･6

｡同

｡同

｡同

｡同

｡同

子規忌

秋季雑吟五句

37●11●10

小木曾女の朝草刈るや道の側

朝なく草刈りに行‑男かな

粕汁の濃きを好みの自炊かな

粕汁の熱きを填る朝納かな

鴨ないて雪ふりしきる御濠哉

かたまって水鳥遠し湖の面

筒音にかも立ちさわぐ入江哉

川端に掻上げ泥の凍てつきぬ

草枯の丘に大根畑青し

｡同

｡同

｡同

｡はゝき木3号･新題数首

｡同

｡同

｡同

｡同

｡同

一日は栗の断つ‑家例かな

｡同

夜中から起きて断つ‑隣かな

寺子等の庭とび廻るあられかな

傘をすぼめて走るあられかな

虚無僧の編笠たゝ‑あられかな

稲運ぶ馬が行きかふ日和かな

仰向(け)に落ちて死にけり秋の韓

｡同

｡同

｡同

｡同

｡同

｡同

畦道や穂参旋覆花星月夜 かたまって旋覆花黄なり小堰端 みぞそばの溝川蔽ひ咲きにけり

｡同

｡同

｡同

秋冬雑吟十三句

溝蕎麦の咲ける小川の鱈かな

到る処浮塵子の多き話かな

｡はゝき木3号･明37･12'

｡同

28

会釈スレバ人達ヒナリシ頭巾哉

町へ行ク人二頼ムヤ新薬

ウキ人卜差向ヒタル恒燥哉

人形二幼子遊ブ駐燥カナ

地震シテホロく雨ヤ寒ノ入

折損ヤ大地二響ク馬鹿力

｡同

｡同

｡同

｡同

｡同

｡同

▽年貢納或は地頭を放りけり(oは･^き木5号･明3･2)

年貢納アルハ地頭ヲ讃リケリ

餅掠ノ杵天井ヲ実力ソース

｡同

｡同十句集

0はゝき木5号･明38･2

天井ヲ歩クヤ冬ノ蝿1ツ

他兵の草鞍作るやぼだ明り

徒らに釜の湯たぎる相火かな

大鍋に馬の稗煮るほだ火かな

朝川にうがひし居れば三十三才

盆栽のあぶら虫取る翁かな

松藻虫浮‑やきたなき水溜り

天ぷらの一人前や食ひ足らず

天欺羅を食ひ過ぎにけるお‑び哉

先生の山の温泉に行‑着産かな

｡信濃十句集'天地人十句

｡同

｡同

｡同

｡松声会'明37･12 4

｡同

｡同

｡同

C同

｡同

一行の着産に憩ふ登山かな

D同

明37･12･10

着つ1馴れし母がかたみの胴衣哉

お汁粉や遠慮がちなる女客 汁粉屋にぬ‑もろ寄席の帰りかな

人去って燃え杭いぶるどんど哉

どんどの火‑わっと障子にうつり鳥

朋輩に餅の薬を貰ひけり

三尺の菜畑囲ふや炭俵

釣厨をつめ込む炭の俵かな

まけられて師の頭を買ひにけり

地響きや力寵めたる折の音

煤の顔親子相見て笑ひけり

煤掃や縄帯しめて頬かむり

餅花の低‑垂れたる板間かな

初手水門川清く流れけり

初夢の半なりける自覚哉

数の子に少し過ぎたる醤油哉

数の子の蓋をあけたる重鉢

｡同

｡同

｡同

｡同

｡同

｡同

｡はゝき木4号'冬雑吟七句

｡同

｡同

o司

｡同

｡同

初売の門開きけり勧工場

明治三十八年

聖人卜世ニウタハレテ網代守

(けり)

｡同

｡同

｡はゝき木4号'新題十一句

｡同

｡はゝき木4号'左義長二句

｡はゝき木4号'明38･1

新年二十五題

｡同

29

上

打ちならす出初の鐘や朝まだき

初ゆめにガクリと抜けし奥歯哉

｡同

D同

∇初充の門開きけり勧工場(三川句集) 初売の旗や九段の勧工場

からびたる串柿‑へば種多き

｡同十句集

｡同

｡はゝき木5号･明38･2

美しき手まりを泥によごしけり

龍乱に‑はる お玉杓子かな

龍乳の甲を噸る田螺かな

｡信濃十句集'新年十題･明

｡同

｡同

橡側に渋茶をす1る接木かな

掻きよせて接穂の屑を捨てにけり

中垣を隔て1二人接木かな

強いらる1雑煮あこぎにからき哉

水祝あこぎに水を祝はれし

三

川

内

舘市の風荒れて星晴れにけり

飴市の飴‑ひ飽きぬひとりもの

飴市の館はしと待つ留守居かな

薬にと植ゑし田うこぎ咲きにけり

つりふねの黄なるが咲‑や山の沢

焼酎の一杯売や野の小店

佃煮や昼三杯の茶漬めし

切らんとす鯛や姐上にはわんとす

葛餅の売れる菓子屋の娘かな

温泉の宿に一日借着のどてらかな

古物を仕立直しの胴衣かな

｡昆虫世界89号･明38‑･

｡同

｡同

｡はゝき木4号'飴市三句

｡同

｡同

｡同

｡同

｡同

｡同

｡同

｡同

あめ市の飴売れ残る露店かな

寒鋭病中の師を見舞(ひ)けり

門口に待ちて初音を買ひにけり

双六や上らんとしてほ後戻り

掃初や独り借り住む四畳半

歌知らぬ人も交りて加留多かな

新年のホ句ばかりなる葉書哉

くひ荒らす田飼の鯉やげんごらう

｢龍.心｣

38●‑●5

毎朝や接木見廻る庭草履

原

病人を扶けて起すふとんかな

叱られて寝静まりたるふとんかな

英人に会話を習ふ夜学かな

飴市のあめひっ附きし袋かな

番付に一月場所の人気哉

三味線の師匠の家や御弾初

筆初め何を描かん扇かな

姉妹の讐となりてうたかるた
(かたき)

｡同

｡同

｡同

｡松声会'明38･2 5

｡同

｡同

｡同

｡ほゝき木5号･明38･2

｡同

｡同

｡同

｡同

｡同

｡同

｡同

｡松声会'明38･‑ 8

｡同十句集

｡はゝき木5号･明3･2

｡同

｡同

｡同

｡同

30

畑打つ旅を稼ぎの男かな

｡同十句集

｡類句ありとて後に抹殺o

畑打に藤樹の墓を尋ねけり

淡雪にきゞすの跡や小松原

足跡にむらがる麟料かな

年々の風船虫や裏の池

す‑ひ捕る風船虫や掌

｡信濃十句集'畑打十句集･

｡同

｡松声会'明38･ 5

｡同

｡同

｡はゝき木7号･明38･5

｡同

｢瓢虫｣

暖き障子あけたり針仕事

吹きつける梱いぶせきお能かな

細長きひょろひょろうどを貰ひけり

裏山に草刈る朝な朝なかな

十ばかり年々作る甘藍かな

蓮織りて稼ぎためたる小金かな

｡昆虫世界91号･明38 ･

｡同

｡同

｡同

｡同

｡同

｡同

1足の草軽を作る夜なべかな

藁仕事日毎夜毎を稼ぎけり

掛小屋に寄合ふ人や藁仕事

盛りあげし土柔かき芽うど哉

二三本芽独活嬉しき畠かな

学校の庭に何やら接木かな

｡同

｡同

｡同

｡同

｡同

｡ほゝき木6号･明38･

我畑を我打つ程の気楽哉

畑うつや世の燕雀を白眼に

畑うつや麓の原の開墾地

村長をやめて畑うつ男かな

けふも亦同じ畑やひとり打つ

五斗米に腰を屈めぬ田打哉

｡同

｡同

｡同

｡同

｡同

｡同

｢風船虫｣

明38･3･10

つまむ手に残る臭きよ瓢虫

掬うては瓶に入れけり小水虫

ころげ落ちて見えず瓢虫だまし

張りかへし窓の障子や楼織場

雪隠の窓の障子も張りにけり

した1かになるが嬉しきすぐりかな

がきどもが盗む垣根のすぐりかな

初綾や束髪にして未亡人

｡昆虫世界93号･明85･

｡同

｡はゝき木7号･明38･5

｡同

D同

｡同

初結の紙に包みし祝儀かな

oほ1き木7号･明3･5､

｢募集新題｣

り

たんば1の踏みつけられて咲(き)にけ｡同

網張って人無きローンテニス哉

｡松声会'明38･4

｡はゝき木7号･明38･5

戸をしめて畑打ちに出るひとり哉

谷底や手のひら程の畑打つ

｡同

｡同

｡はゝき木7号･明38･5
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上

残雪の山を後や温泉の二階

残雪の垣につみけり蕗の董

残雪や温泉の道辿る九十九折

残雪や越中の山飛騨の山

鴫焼に下宿を語る帰省哉

｡同

｡同

｡同

｡はゝき木8号･明38･6

｡同十句集

山畑の桑の実あきる狐かな

｡はゝき木9号

原

皮剥いて笥細‑なりにけり

｡同十句集

｡ほゝき木9号

｡同十句集

｡はゝき木9号

三

川

心太つめたく喉をすぎにけり

筒をはすに切りたる旨煮哉

｡同十句集

｡同十句集

内

沢山になるが虫喰李かな

つまみ食ふ酢の旨さよなれ加減

▽試みに食ふや節の馴れ加減(三川句集)

｡同十句集

｡はゝき木9号

｡同十句集

｡はゝき木9号

麦こがし頬ぼりながら話しけり

麹にむせて恥らふ女かな

｡同十句集

｡同十句集

｡ほゝき木9号･明38･9

梅干に粥に久しき我が病

美しき瓢虫の珍種かな

｡信濃十句集'食物十句･明

｡同

38●5●10

後朝や草刈る人の我を見る

きらむしのちりちり逃(げ)て失せに長｡同

古つゞらた いて衣魚を払ひけり

乳頭剃って‑り‑り坊主かな

旅僧をとめて武をおそれけり

｡昆虫世界97号･明38･9

｡同

｡同

滞陣の雑兵共やしらみ狩

祭客娘の婿の大酒かな

客もなき一家祭の酒宴かな

田国中若葉の官の祭かな

玉垣も鳥居も成りて祭哉

神主の賢顔なる祭かな

倹約の申合せや村まつり

｡同

｡同

｡同

｡同

｡同

｡同十句集

石段や祭の人の上り下り

奉納の仁輪加をかしき祭哉

雨となりて社淋しきまつり哉

｡同

｡同

｡同

祭肴池中の鮮を屠りけり

病起(き)ひげ剃りに行‑袷かな

夏疫の疎髭を撫して語りけり

先達のひげいかめしや富士詣

｡信濃十句集'祭十句･明38

｡同

｡同

o司

(けり)

｡ほゝき木9号･明38･9'

｢朝草刈｣選者吟

｡昆虫世界95号･明38･7

｡はゝき木10号

｡ほゝき木10号･明38･10

●6･10
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‑さくの供物に魂を祭り長

渡し舟中流にして霧晴れぬ

水村の朝なくや霧探し

霧こめて橋なき夜川捗りけり

墓参黙然としてぬかづきぬ

桐植(ゑ)てつ‑く法師釆鳴き魔

大川に行きて硯を洗ひけり

盗まれほせぬかと背戸の南瓜哉

たんとなる隣の家の南瓜かな

焼酎もみりんも買ふや少しつゝ

すき腹がでんぐりかへる焼酎哉

焼酎の腸にしみわたるかな

開墾の田を流したる出水かな

橋落ちて出水のあとの渡船かな

洪水の凄し‑して暮るゝかな

｡同

｡同

｡長野新聞'明38･9 8

｡同

｡同

｡同

｡同

｡同

｡同

朝草に刈り残しけり北の畦

朝草を負うて戻るや雨の中

朝草を刈るや湖水を鼻の先

｡はゝき木9号･明38･9'

｡同

｡同

｡同

｡同

かまきりのすぐに病癖起し農

蛸郷の顔三角に窺長し

蛸蝿の拙き最期遂げにけり

穿寓として悌や魂まつり

老いて子に後れし人や魂祭

洪水を防がんすべもなかりけり

朝山や草刈どもの登り行‑

(けり)

(けり)

｡同

｡同

｡長野新聞'明38･9 ㌧

｡同

｡同

｡同

｢募集新題｣

｢諏訪湖｣

(ひょっとこ)

霧深き馬の背越を越えにけり

母衣かけて車に乗るや霧探し

病蛤の水に尻打つ面白や 靖蛤の群れ飛ぶ稲の穂並哉

階の擬宝珠にとまる晴蛤かな

病蛤のとまる地蔵の頭かな

踏切のレールにとまる晴蛤哉

尼寺の庭に集る踊かな

瓢男もおかめも出で1踊り長

(けり)

同じ歌くり返してほ踊りけり

なつかしき声に桶の音頭かな

月雲に入(り)て桶の崩れけり

桔梗も萩も株に苅られけり

こぼれては萩の流るゝ野川哉

油断なき靖蛤の限配りかな

流し火の果て1淋しや川の面

朝顔を作るあるじの自慢かな

(けり)

｡同

｡長野新聞'明38･9･2

｡同

｡同

｡同

｡同

｡同

｡同

｡同

｡同

｡同

｡長野新聞'明38･9･21

｡同

｡同

｡同

｡同

｡同

｡同

｡同

｡長野新聞'明38･9･10

｡同

｡同
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樹高‑のぼりて実を落し農

上

窓の戸を吹き飛したる野分哉

野分の日l日曇りて荒れに長

北の海へ吹(き)荒れて行‑野分哉

吹き落す犠栗拾ふ野分かな

渡守呼べど答へず野分かな

｡同

｡同

｡同

黍畑のあれに荒れたる野分哉

原

三

川

閃

源五郎御玉杓子を襲ひけり

無器用に両手突っ張る案山子哉

破れ笠風にがさつ‑案山子哉

菌狩人連れて行かぬ男かな

茸狩の暁雨後の気晴れたり

鶏頭に晴蛤とまる写生かな

郡の寺鶏頭ばかり多きかな

冗山に萩咲‑ところくかな

松高‑桐鳴‑や一里塚

行き行けど桐ないて松並木

半ばより二つに裂けて桧扇

霧深き広野や道に迷ひけり

斥候の相驚‑や霧の中

｡ほゝき木10号･明38･10へ

｡同

｡同

｡同

｡同

｡同

｡同

｡同

｡長野新聞'明38･9･29

｡同

｡長野新聞'明38･9 23

｡同

｡同

｡同

菌取る頭の上や渡(り)鳥

菌狩寺の後を登りけり

鳳仙花咲き咲‑庭の日午なり

敵艦の逃れ去りたる大霧かな

我があとに人の来て取る菌哉

等狩や疲れて戻る女同志

菌狩眼下に見ゆる城下かな

頂に小便するや菌狩

松茸を遂に得ずして戻り哉

松茸や寺の後の赤松山

松茸の土もたげたる頭かな

菊の主ホ句作れども旧派かな

石投げて山路の栗を落しけり

0同

｡長野新聞'明38･1 ･2

｡同

｡長野新聞'明38･10･27㌧

o司

｡同

｡同

｡長野新聞'明38･10･17

｡同

｡同

｡長野新聞'明 38･109

｡長野新聞'明38･108

萩伏すや路の右より左より

(けり)
I‑̲I)

｡長野新聞'明38･106

｡同

｡同

｡長野新聞'明38･103
｢雑録｣

雨に風に範の菊の乱れかな

咲き残る花とひ‑るや秋の蝶

｡長野新聞'明3 8･1 ･7

｡長野新聞'明3 8･1 ･4'

｢菊｣(天文結)選者吟

奉祝の風船高し菊日和

｡長野新聞'明38･1 ･3

式果てゝ菊見嬉しき日和哉

▽年々の菊の佳辰の日和かな(三川句集)

年々の菊に佳辰の日和かな

天長節三句

紫明会(東筑生坂)選者吟

｡同

34

庵の庭とびも去らずよ秋の蝶

椿象と毛虫と幹に逢着す

へ‑さむし隣のこじき李かな

‑さがめのこ な李に移し

へくさむし臭‑て食へぬ李かな

もがんとす梨這ひゐるや椿象

警鐘や鍋焼鍾鈍‑ひ居れば

鍋焼に腹あた1むる夜風哉

鍋焼を待つ夜は来ずに仕舞(ひ)義

蝦郷の怒りやすきが落度哉

切株に年々生える菌かな

よき場所を人に教へぬ菌かな

横柄の役人衆や菌狩

水害に不作にうた1秋寒し

世渡りの下手な男や秋寒し

｡同

｡同

｡同

｡長野新聞'明38･1 ･2

｡同

｡長野新聞'明38･1 ･21

偶感

新米に富める思ひや小百姓

新米も独りわびしき自炊かな

秋淋し荘然として只一人

秋淋し夜もすがら雨の音を聞‑

秋の蝶夕日の庭に来(り)けり

｡同

｡長野新聞'明38･1 ･19

｡同

｡長野新聞､明38･H9

｡同

(けり)

｡昆虫世界9 号･明38･1 ㌧

｡同

おちぶれて物乞ふ人や年の暮

｡同

｡同

｡昆虫世界9 号･明38･1

｡同

外套を並べかけたり盾の先

外套の古きを妻の笑ひけり

｡同

刈り込めし茶の花垣や花乏し

｡長野新聞'明38･1 ･27

｡同

遅々として咲かぬ菅や冬椿

聯晴の声夜学の灯明らかに

独習に志したる夜学かな

道端に小便するや草の霜

水鳥を見つ1湖畔の道長し

水鳥の湖心に遠‑寡(れ)んとす

水鳥の舟行‑かげとなりに長

水鳥を驚かしたる撰かな

蛸郷の何を無闇に怒るかな

往来に飛び出して居る姦かな

(けり)

｡長野新聞'明38･12･ 9'

｢歳晩雑吟｣

｡長野新聞'明38･12･13'

｡同

者吟 花水合(東筑里山辺村)逮

｡同

｡同

｡同

｡同

｡長野新聞'明38･126

｡同

｡同

｡長野新聞'明38･12･5'

｡同

｢水鳥｣(松代海津吟祉)

｡長野新聞'明38･1 ･2

｡昆虫世界9 号･明38･1 ､

｡同

｢雑吟｣

｡長野新聞'明38･1 ･4

｢雑吟｣
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薄べらな蒲団に寝るや塀折

上

野の社榎一樹の落葉かな

門前の観の大樹の落葉かな

｡同

｡同

かさなりて沈む落葉や水溜

河端や柳に結ぶ江連飾

河に沿ふ幾村々のどんどかな

二村の河を境にどんどかな

芹摘の濁して去りぬ背戸の川

｡長野新聞'

｡同

｡同

｡同

｡同

原

三

芹摘むとまたぎ損ねし小川哉

川

明治三十九年

内

親子して‑はへ掴管や煤の顔

梁の煤掃くやさながら降る如し

｡同

｡同

年忘などと浮(か)れて騒ぎけり

よく語りよく飲む人や年忘

目さむるや隣に響く餅の音

節操に年々頼む男かな

｡同

｡同

｡同

何ぢゃかぢゃあれぢゃ是ぢゃと年暮れぬ

▽何ぢやかぢやあれぢや是ぢやと年の暮れ

(かしわもち)

｡同

里山辺村) ｢冬雑吟｣

選者吟 子の日会(東筑

馬迫のな‑や障子に月がさす

天牛の髪長男好き男

▽天牛を揃へてきゝと鳴かせけり(長野新聞'明39･57)

浦ほれて髪切虫のき と鳴‑

｡同

｡長野新聞'明39･1

｡同

｡同

(三川句集)

｢新年結'河｣選者吟

明39･1･3'

天牛や屋ふり廻す薮の上

学校のゆき1を氷すべりかな

漸くに起りかけたる炭火哉

校僕の炭つぎ回る火鉢かな

鹿売は炭売りに来る男哉

｡昆虫世界1‑号･明39･‑

｡同

｡同

｡同

｡同

古牧村)選者吟 ｢冬雑吟｣一晩会(上水内

俵から炭をあけたる挨かな

大兵の寝長まりたる燈煙かな

｡長野新聞'明39･1 28㌧

｡同

府村)選者吟 ｢冬雑吟｣新鷲会(更級更

暗がりに煙草‑ゆらす贋健哉

川端に女相逢ふ御慶かな

初日影野川に面す庵かな

川崎の大師へ参る恵方かな

曝し合ふどんどや川を隔てけり

｡長野新聞'明39･1 27'

｡同

｡同

｡同

｡同

｢新年結'河｣

川風の吹きあふりたるどんど哉

新しき桶に渋する小春かな

｡長野新聞'明39･1 20㌧

｡同

36

寒詣走り過ぎけり鈴の音

笑ふ声豆打つ声や壁隣

寒梅の机に菅数ふべ‑

此処やがて停車場が建つ冬田哉

庭鳥の五六羽あきる冬田かな

何も無き冬の田の面に傾く日

はしけやし橡に馴れ来る寒雀

みともなき白襟巻の汚れかな

寒雀捕らんと欲す工夫かな

病める子に美しき蒲団着せに島

村校の宿直室の燈 かな

誰も居ぬ煩燈に腰をあぶり鼻

併薬塗るや手の餅頬の併

馬迫の始(め)て鳴くを聞‑夜かな

馬迫の飛びこんでな‑庵かな

馬迫や馬ひき戻る背戸の月

｡同

｡同

(けり)
(i̲I)

o司

｡長野新聞'明39･2 15㌧

｡同

｡同

｡同

｡同

腰掛に鷺聞‑や梅屋敷

｡長野新聞へ 明39･2 6'

｡同

｢節分｣南安文雅会選者吟

水内大豆島村)選者吟

高き木に凧ひっかゝり取れぬ哉

積藁の陰から凧が揚(が)りけり

坂道を馬引きなづむ雪解かな

馬の背に越ゆる雪解の山路哉

汽車道を北し南す燕かな

塗畦をけら這ひあがりころげけり

｡同

｡同

o司

｡長野新聞'明39･2 4'

｡同

｡長野新聞'明39･ 18

｡同

｡長野新聞'明39･ 18

内栄村)選者吟 ｢冬季雑吟｣天子会(上水

｢寒雀'冬田｣合流会(上

水そ ぐ水口濁り櫨姑浮きぬ

咲かざるを折りても括すや梅の花

日毎出す南の橡や鉢の梅

春寒き伊勢参宮の首途かな

土手の雪我が行‑膝を没し魔

大雪のあした早来ぬ豆腐売

今少し欲しとぞ思ふ凧の風

忽然と凧落ち来る庭の面

ひっかけて引っ張る凧や鬼瓦

ちょと引けばちょと領‑や凧

凧落ちて貰ひに行くや人の庭

o司

o司

｡同

｡同

｡長野新聞'明39･ 6

(けり)

｡長野新聞'明39･4 17

｡長野新聞'明39･4 6'

｡同

山辺村)選者吟

｢紙鳶｣子の日会(東筑里

｡同

｡同

｡長野新聞'明39･4

｡同

｡昆虫世界山号'明39･4

｡同

｡同

｡同

｡長野新聞'明39･3 1'

｡同

筑生坂村)選者吟

｢雪･春寒･梅｣紫明会(東

37

上

こりずまに手馴(れ)ぬ妹が蚕飼哉

噛りや我が門前の大榎

噛りや寺の庭樹の山つゞき

鼻へ抜け眼へぬける山葵かな

一畝の山葵植ゑたり垣根際

天牛を揃へてき1と鳴かせ長

原

三

川

閃

塗畦をむぐりて蟻姑の行方哉

つかむ手をけら掻き分ける指の股

カナリヤの噸り高し朝の禄

朝鳥の噸りうれし我が閑居

借家して庭に朝顔蒔きにけり

色々の草花の種を蒔きにけり

朝起きて見れば桜の盛りかな

夜桜の廓に入るや千鳥足

0同

｡長野新聞'明39･57

o同

｡同

｡同

｡長野新聞'明39･5 6

｡同

｡同

電燈や桜にうづむ小料理屋

出代の女金壷限かな

出代の凡帳面なる男かな

篤やしんかんとして神の森

鷺をきく拝観の御苑かな

｡長野新聞'明39･4 21㌧

｡同

｡同

｡同

｡同

(けり)

｡長野新聞'明39･5 20､

｡同

｡同

｡長野新聞､明39･5 10

｡同

｡同

里山辺村)選者吟

｢蚕｣

蟻まきにちゞれて伸びぬ棺哉

あぶら虫の如き奴と誹りけり

稚児をいたはる母や蚤の跡

禅を洗濯するや蚤の糞

痩蚤のぴょんく と飛(び)失せぬ

短夜の明‑るも待たぬ命かな

悼

短夜を眠りそこねて明けに鼻

短夜を明日立つ旅の支度哉

明易き夜を馬鹿共の騒ぎ哉

｡同

｡同

｢さ‑ら｣子の目会(東筑

短夜を疲れし子等の眠り哉

ぶと多き背戸の夕や立話

飛び入りし柄のうなりや耳の穴

魚釣れず蝿に食ほれて戻りけり

生れ出るけごを覗‑や虫眼鏡

降り続‑雨にいぶせき蚕飼哉

桑売って蚕を飼はぬ男哉

蚕室を明け放ちたる掃除哉

百貫の繭を売りたる蚕飼かな

蚕飼して金を溜めたる話哉

｡長野新聞'明39･6 It

｡同

｡同

｡昆虫世界1‑6号､明39･6

｡同

｡同

｡同

｡同

｡同

｡同

I+.=)

｡長野新聞'明39･6 I t

｡同

｢賦虫｣募集句選者吟

o同

｡同

｡長野新聞'明39･63

｡同

｡同

｢短夜'明易し｣

38

雨の庭けら這ひ出でて走り鼻

難に這ひ出てけらのつ1かれし

揺らんとす髪切虫の飛ばんとす

天牛になりかけて居る桶かな

蝶々のもつれて高し湖の上

山を負ひ湖に臨みて花の寺

燕や低‑とび交ふ湖の面

夜桜の灯ふけたり湖心亭

山上に湖上に月の騰なり

昼飯や湖畔の茶屋の田螺和

麗かの舟漕ぎ出づる湖上哉

湖上高‑群れとぶ雨の燕かな

尺取のどこへ這ひ行‑急ぎ哉

｡長野新聞'明39･6 25㌧

｡同

｡同

｡長野新聞'明39･6 23

｡同

｡同

｡同

｡同

｡長野新聞'明39･6 21

｡同

桑の木や尺取虫の枝に擬す

蟻まきのひり落したる甘露哉

(けり)

0司

｡昆虫世界15号'明40･3

｡昆虫世界1 0号'明39･10

｡長野新聞'明39･6 30'

o昆虫世界1 0号'明39･10

｡同

尺燈に尺とられたる気持かな

おとなへばいらへも無‑て青簾

青簾越しや道行く人を見る

初登一つ飛び行‑田面かな

川端を蚤とぶなり芦の闇

迫ひ行けば人のもて来る箇哉

｡昆虫世界1‑8号'明39･8

｡長野新聞'明39･6 12㌧

｡同

D昆虫世界1‑8号'明39･8

｢尺取｣募集句選者吟

｢天牛｣募集句選者吟

｢瞳蛤｣募集句選者吟

松風に吹かれて蝉の声還し

雨晴れて高鳴‑畔や岡の松

唖畔も共にしこして飛びに最

▽暁輝も共に尿して飛びにけり(三川句集)

時鳥聞‑や宿直の夜明方.

子規聞‑や温泉に行‑道にして

物好きや瓶に飼ひ置く源五郎

｡長野新聞'明39･7 15

｡同

源五郎泥鱒と旅に這入りけり

泥川や底這ひあきる語義

溜桶に落ちしおけらの最期哉

｡長野新開'明39･7 It

｡同

(けり)

｡昆虫世界1‑8号'明39･8

｡長野新聞'明39･7 28'

｡同
｢十日億｣

｡同

｡長野新聞'明39･7 26'

｡同

｢登｣

｡同

｡長野新聞'明39･7 2 ㌧

｡同

｢蝉｣

｡同

0司

｡昆虫世界1 5号'明40･3

｢龍鼻｣募集句選者吟

｡昆虫世界15号､明40･3
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上

井桁這ふや雨の姻牛坊愉

窓先や竹這ひ上る蝿牛

｡同

｡同'｢禍牛｣

でろくと掘りだされけり蟻地獄

尻出して隠れて居るや馬鹿な蚤

｡長野新聞､明39･8 24㌧

｡長野新聞'明39･8 21'

河童虫に挟まれて居る蛙かな

野狐の人を侮る巴かな

｡同

｡昆虫世界1 0号'明39･10

｡同

花桐の何時しか咲いて盛り哉

布団着て寝て居る友や五月雨

｡同､｢桐の花｣

｡同

｡同

菜館祉

三

五月雨や山の温泉のさ1濁り

｡長野新聞'明39･8 19㌧

鉢虫｣ 新題句夏季｢蟻地獄又は措

｢蚤｣

泥のまゝ乾きて飛びし田亀かな

雨晴れて花桐匂ふ八つ下り

原

川

内

両肌を脱ぐや流る1汗涼し

粟の花きたな‑散るや雨の庭

票の木の三尺にして花咲きぬ

咲き続く野川のへりや花茨

｡同､｢汗｣

｡同

｡同'｢栗の花｣

｡同

｢五月雨｣

露の萩庭の芝生に乱れ伏す

庭掃除杖立てゝ萩を括りけり

｡同

｡長野新聞'明39･ 30㌧
｢萩｣

｢子規忌｣

糸瓜忌の俳延果て1昼前かな

‑へもせぬ虫糞桃や十が十

｡長野新聞'明39･ 26㌧

｡同

咲き競‑野道の茨目午なり

参篭のしらく明けや子規

｡長野新聞'明39･8 16㌧

｡同

｡長野新聞'明39･9･24

枝に擬す尺燈や憎むべし

｡長野新聞'明39･8 1 ､

｡同

の海'田植'時鳥｣選者吟 子の目会(里山辺村) ｢春

｢茨'暮夜｣

毛なし桃毛桃も紅‑熟しけり

学校の窓から見ゆる田植哉

衝立に飛んで高鳴‑すいと哉

魂棚に淋しき昼の灯かな

高杯に団子を盛るや魂祭

初秋の自江越ゆる旅情かな

秋立ちて玉萄黍の実入り哉

膝前の草陰かざる蕃かな

桑畑の桑より高き泰かな

｡長野新聞'明39･ 18

｡同

｡長野新聞'明39･9･16

｡同

｡長野新聞'明39･ 14

｡同

｡長野新聞'明39･ 6

炎天の新道駄馬の続きけり

｡同

炎天の川原を急ぐ巡査哉

稚児の昼寝さめたる欠(伸)かな

｡長野新聞'明39･ 4

｡長野新聞'明39･ 2'

｢昼寝｣
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舟橋を危‑渡る野分かな

敵艦と逢着したる濃霧哉

ぽっかりと蒔き日影や霧の海

紅の流蘇や塗柄の網団扇

生れ出でて見れば塩辛靖蛤かな

川端の杭生れ出る晴蛤哉

渋団扇焼穴所々哉

半ば抜け出たるとんぼや何蛸蛤

抜け出でて殻傍に晴蛤哉

大いなるとんぼ生れて殻ちさし

抜け出でて馬大東の目玉大いなり

抜け出でて晴蛤羽を振ひけり

生れ出てまだ干ぬ羽の靖蛤哉

徐に晴蛤抜けて殻を出づ

見て居るや がて晴蛤生れける

今生れ出たるばかりの晴蛤哉

晴蛤の生れ出でたる処かな

靖蛤の今生れ出る処かな

｡同

｡同

｡同

｡同

｡同

｡同

｡同

見つけたりとんぼの生れでる処

(とんぼ)

｡長野新聞､明39･10 8'

｡長野新聞'明39･10･8'

｡同

｢野分｣

｡長野新聞'明39･10 5㌧

｡同

｡同

｡同

｡同

o司

｡同

｡同

｡長野新聞'明39･10･3'

｢蟻齢とさうして庇｣十四句

｢団扇｣子の日会

｢霧｣

(てきめん)

投げ出す姦袋や野良帰り

けた1まし‑鳴いて娘飛び去りに轟 ｡長野新聞'明39･12㌧

▽松茸を遂に得ずして戻り哉 (長野新聞'明38･109) ∇茸狩や遂に松茸を得ず帰る (三川句集)

茸狩やつい松茸を得ず帰る ｡同

松茸もすがれになりし開き歳 ｡長野新聞'明39･1 9㌧

盗んだる柿の渋さよ1つなL o同

∇盗まれぬうちだと柿をちぎりけり(三川句集)

盗まれぬ内にと柿をちぎりけり

窃まれはせぬかと柿を案じけり

親面に新酒の酔が廻る哉

｡同

｡同'｢柿｣

｡同

晩酌の新酒に思ひなかりけり

新聞に奉賀のほ句や菊三日

｡長野新聞'明39･1 ･6㌧

｡同

天長節

満園の菊に豪李を尽しけり

山の湯の道右左そばの花

開墾の裾野や蕎麦の花盛り

岩魚獲て帰る夕やそばの花

空家の戸を吹き飛ばす野分哉

｡長野新聞'明39･1 ･3㌧

｡同

｡同

｡長野新聞'明39･10･19

｡同

(けり)

｡長野新聞'明39･1 ･27㌧
｢姦｣

｢秋雄吟｣

｢菌｣

｢新酒｣

｢菊｣
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上

川遠‑運びて洗ふ大根哉

赤ソ坊の背中に眠る頭巾かな

山繭の林につゞき小松原

明治四十年

温泉の道山繭林通りけり

山繭を啄みに来る小鳥かな

とんぼうの留らぬ杭は無かり長

原

三

つと何を追(ひ)かけ行きしとんぼ哉

弁天の池に生れしとんぼかな

川

盗んだる柿がぶらつ‑秩哉

内

盗んだる柿‑へば腹が鳴りに鼻

盗み来て一座に柿を分ちけり

夜毎来て豆柿盗む希哉

手の届く隣の柿を盗みけり

寺の柿‑れぬによりて盗みけり

城山に遊ぶや秋の日本晴

小諸出て菱野の道や秋の暗

(むじな)

(けり)

(けり)

｡長野新聞'明40･1 4'

｡同

｡同

｡同

｡昆虫世界1 2号･明39･12

｡同

青柳の池のぐるりを散歩かな

冬の日のそはくとして暮早し

｡長野新聞､明39･12･ 1､

｡同

香花吟社(埴科寺尾村)

｡同

｡同

｡同

o同

｡長野新聞､明39･12･10㌧

｡同

｢騎蛤｣

柴刈の山に短き日なりけり

短日の城下に暮れて戻りけり

北風に縁日の露店並びけり

北風に向ふ峠の下りかな

巻頭の描画むれとぶ蝉蛎かな

昆虫生態学を播きて

欄干に来てとまりたる蝉蛎かな

｡同

蛸邸の子に食ほれたる醇塀かな

客去(つ)て寝ねんとすれば火事の鐘

日毎行く落葉汝ひや冬仕事

火事違‑直ぐに又寝て仕舞(ひ)局

｡長野新聞'明39･12･1㌧

吟 南安文雅会'｢秋雄吟｣選者

告天子会'｢秋雄吟｣選者吟

浴室や改璃窓外の冬の月

草の戸の吾左衛門風呂も焚(き)初めぬ｡同

一番にはいりてぬるき初湯哉

初湯出て丹頬てる妹が暗衣哉

(五右)

(けり)

｡長野新聞'明40･3 4､

｡同

｡同

｡同

｡長野新聞'明40･2 6､

｡同

｢冬雑吟｣

｡同

｡同

｡昆虫世界14号･明40･2

｡長野新聞'明40･‑ 27㌧

｡同

｢火事｣

｡長野新聞'明40･1 26㌧

｢落葉｣

｡長野新聞'明40･‑ 24㌧

伊香保

｡同

｡長野新聞'明40･1 0㌧

｢初湯｣
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畑打の大きな弁当包かな

畑打の小便しけり畑の中

ざぶくとは1が洗濯水温む

朝川にうがひす水の温みけり

人住まぬ嶋の畠や揚雲雀

｡長野新聞'明40･4 ㌧

｡同

｡同

｡同

｡同

選者吟 月愉庵小集(更級更府村)

幸多き春を家子の生れけり

馬雄君男子を挙ぐ

片手間に蚕飼もすなる村の店

渡し待つ頭の上や揚雲雀

我が甲虫の強きを誇りけり

引(き)組ます鋸虫と兜虫

甲虫ころと落ちけり叩網

陽炎の擬宝珠に燃ゆる御階哉

｡長野新聞'明40･4 2'

｡同

｡同

｡昆虫世界16号･明40･

｡同

我妹子が心つ‑しの蚕飼哉

蝶々や睦み雛の契りかな

拙筆君新婚

赫々と塩焼の僕や薬喰

病床の寝返りさむき夜也けり

物問へば畑打つ親爺聾かな

｡長野新聞'明40･3 0㌧

｡同

｡長野新聞'明40･3 15

｡同

｢春雄吟｣

｢春薙吟｣

桑刻む音を喜ぶ蚕飼かな

陽炎やぞろくあり‑神の鳩

開墾の焼石畑や揚雲雀

▽焼石の裾野に育つ雲雀哉(三川句集)

石原の裾野に育つ雲雀哉

眼を病んで寵るや転日の永き

畑打つや見晴し広き丘の上

へし折って徳利に括すやねこ柳

｡長野新聞明'40･3 5'

｡同

｢柳｣

｢畑打｣

用も無き能も無き老の日永哉

木の芽あへ1井を尽しけり

隣から一皿貴ふ木の芽和

飯票き乳母が在所や木の芽和

｡長野新聞'明40･4 17'

｡同

｡同

｡同

藁苗をこぼる1たらの木の芽哉

雪解の樽木流る1大河かな

公園の月夜に遊ぶ落葉かな

｡長野新聞'明40･4 1 '

｡同

(J･,たた)

｡長野新聞'明40･4 29

｡同

｡同

｡長野新聞'明40･4 28

｡同

｡同

｡長野新聞'明40･4 27

｡同

選者吟 雪舟亭小集(更級更府村)

｡長野新聞'明40･4 14'

｢春雄詠｣

｢雪解｣
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石垣を這うて藤咲くお濠かな

帽子店いつしか夏となりに魔

追分の藤の茶店に昼飼哉

諸声のひたと鳴き止む蛙かな

とび去りし水嶋郷の行末かな

揚泥をうごめき出づるやどか哉

庭芝の青きを踏むや病み上り

上

原

三

川

踏青の‑たびれたれば宵寝哉

愛宕から覗‑眼鏡や汐干狩

川尻や帰る汐千の舟の数

春の雨朝寝の門を叩きけり

内

朝庭の芝生や春の雨上り

遠鼓春の両夜の更けにけり

浴槽に居眠る人や春の雨

渡舟桜の堤漕ぎ出でぬ

敷石に石段に散る桜かな

道端の樵の大樹や鶴の巣

庭の杉鶴鴇の来て巣ひ長

(けり)

/JI̲=}

｡長野新聞'明40･6 19

｡長野新聞'明40･6 17

｡長野新聞'明40･6 18'

｡同

Q昆虫世界18号･明46

0同

｡同

｡同

｡長野新聞'明40･5 2

｡同

｡同

o司

｡長野新聞'明40･5 12'

｡同

騰 欄干に酔をさますや鹿月

日永 翌日も亦乗るべき汽車の日永かな

｡長野新聞'明40･5 1 ㌧

｡同

久保寺

選者吟 雪舟亭小集(更級更府村)

｡長野新聞'明40･5 10㌧

｡同

菅野会(下諏訪)選者吟

｢桜｣

春寒 日暮れて戻れば橋の春寒き

撫子は愛らし‑百合はなつかしく

蚊の出づる汚き泥溝を汝ひけり

耳近‑蚊が来て鳴いて眠たさよ

｡同

｡同

｡長野新聞'明40･71

筒のうま煮よろしき弁当かな

桑の実と何れか旨き桜ン坊

村塾や板塀朽ちて羽蟻立つ

根太朽ちて羽蟻飛び立つ空家哉

男の子ばかり五人や更衣

韓かんでよき子となりぬ更衣

羽織脱いで寛ぐ団扇遣ひ哉

｡長野新聞'明40･6 29'

｡同

｡同

｡同

｡同

｡長野新聞'明40･6 2

作句時期'発表年月不明のもの

時候
春
瀧夜のそゞろ歩行や懐手

春寒き夜なべの妻が嘆かな

｡長野新聞'明40･6 30'

｢夏雑吟｣

｢夏雑吟｣
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水温む

野蓮や赤き鼻緒の麻草履

てけよしと恩ひ立ちけり野に遊ぶ

畑打って守る我愚と打ちにけり

春雨の晴れし落葉松林かな

寛落つ水の温みや台所

雛棚の雪洞暗きランプ哉

蛙

傘さして揚星を覗‑春の雨

たどりつ‑温泉の宿や春の雨

松原のところぐや勝樹咲く

つ1じ咲‑池のぐるりや寺の庭

梅折りてビールの瓶に挟みけり

月此頃梅此頃の庵かな

目あけどねむたき朝や春の雨

春の雨朝寝の町を通りけり

墨堤の桜樹や既に夏近し

山を負ひ川に臨みて夏近し

妹許に一夜の春を惜みけり

落第の身ほうき春のわかれかな

凧買へと叔母が‑れたる小銭かな

大なる凧あげに行‑河原かな

野道や草に寝ころぶ五六人

野遊の人ちらほらす写生哉

雲雀

燕

鳥交る

つまがけの高き足駄や春の雨

動物

植物

･泉水の彼方はつ1じばかりな

行く春 行‑春の写真をとるや病みあがり

天文

地理

人事

夏近

春雨

田に水をひきし夜を鳴‑蛙哉

カナリヤの寵に交むや縁の春

電線に雨の燕並びけり

燕のつき当りけりガラス窓

漕ぎ出づる船の真上に雲雀かな

落(つ)る雲雀揚る雲雀野は面白や

百丈の糸たるみけり紙鳶

凧の糸たぐる兄掩‑弟かな

野遊の女もまじり町衆かな

45

上

原

三

川

内

暑

慈姑芽

独活

芽出したる慈姑の玉やガラス瓶

ひよろくと細長き独活ばかりなり

時候
夏
将軍の虎髭涼しき馬上かな

涼しさの人集まりし句会かな

湯上りの二階涼しや北の縁

涼しさの坊主頭を風の吹‑

占領す独り掠しき大広間

橋の上を涼み歩くや西東

暑き寓掠しき髭と語りけり

牛部屋の掃除に暑き日なりけり

雲助が裸でくらす暑さかな

帯剣の重‑して巡査暑きとぞ

西日さす二階住居の暑さかな

短夜を恋の血刀騒ぎかな

短夜を君と別る1剣舞かな

更衣

雲の蜂

地理

人事
紺にして十字飛白の袷かな

古着屋に古き袷を求めけり

袷着て門を出づれば微風あり

袷着るべ‑もあらざる我が病

田舎縞の袷着て居る書生かな

衣更て賜暇の兵士の帰郷かな

誉めらる1子の嬉しさよ更衣

衣かへて思ほれ顔や芝居老

北裏は海に連なる青田哉

西行のひとり夏野を通りけり

･雲の峰軍艦数鰻並びけり

早

目盛

*トンネルを出づる谷間の麟蹄哉

･池に映る赤きつ1じの小薮かな

夕立

夏の月

･両岸の麟園や舟は射る如‑

天文

･雲の蜂崩れて富士の高さかな
大川の水尽きんとす早かな

目盛や蜂にさ1れし屋根の上

夕立の釆らんとして雲騒ぐ

夕立の雲湧き出づる犀風岩

裏庭に竹刀の音や夏の月
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夏痩せし亭主肥えたる女房哉 乞食の夏疫もせず大男

夏やせて背高き人や蒔き髪

夏癌の姉を羨む妹かな

身重にして夏痩したる女かな

夏やせし姉遥しき妹かな

さらでもの小男夏を痩せにけり

夏痩

火串

打水

汁

泳ぎ

蚊遣

暑中休暇

師の坊のいた‑夏やせたまひけり

南洲の犬を連れたる火事かな

水うって首のとんだる柄杓かな

汗にして莫大小の肌を離れざる

遠浅にして人沖の方に泳ぎゐる

家二軒南に摩‑蚊遣かな

村校の暑中休暇や庭の草

嫡牛

祭

御神事や石段上る日傘

道ばたに小さき官の祭かな

夏帽

兵子帯の四五人連れや藁帽子

夏帽の無造作なりし会釈哉

夏帽を傾けてゆく西日かな

夏帽の古りにし夏の別れかな

飾りある夏の帽子や小さい子

筒袖の袷短き子供かな

松かげや心太売る野の小店

橋の西に心太売る敦賀茶屋

赤だすきかけし酢屋のお里かな

顔出して節買ふ人や汽車の窓

北庭や竹を植ゑたる北の隅

杜鴎

動物
橋上や蚤北より南より

初蚤一つ飛び行‑田の面かな

早乙女の蚤つかんで戻りけり

登とぶ頭の上や橋の上

嫡牛の何処へ這ひ行(‑)所存かな

嫡牛の隣へ越しぬ昼下り

風吹いて葉のうら見ゆる姻牛

のぼりつめて角振り廻はす姻牛

姻牛の落ちて死にけり石の上

嫡牛を破璃坂上に這ほせけり

裏門や円を這ふ姻牛

三声噴いて我宿過ぎぬほとゝぎす

時鳥き‑や木曽路の馬の上

聴き得たり杜臨丁芦北よりす

話絶えて僧は眠りぬ時鳥
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上

原

三

川

内

若葉

夏
柳

牡丹

毛虫

植物
蝶々のとまらんとする牡丹かな

朝庭や牡丹‑づれし夜の雨 学校や植物園の牡丹咲‑

崩れたる牡丹の色のあせもせず

葉柳や橋の南の小料理屋

菓柳や偏騒多き河岸辺 菓柳や傾城街の日午なり

案柳や傾城涼む涼み台

菓柳や灯し頃の遊女町 菓柳や門に侍を待たせたる

菓柳に茶店まうけつ村外れ

消え残る若葉の奥や常夜燈

柏低う鳥居を圧す若葉かな

河骨

ひたぶるに毛虫怖る1大男

大木の銀杏若葉す山の寺

社

費

蕗

若

長き夜の木魚をた1‑狸かな

秋立ちぬ工事を急ぐ避病院

一軒家夜半の寝覚に秋立ちぬ

河骨や盛り過ぎたるかきつばた

薄濁る水に映るや杜若

杜若の白き雷を活けにけり

古池に杜若咲‑山の寺

尼寺や小さき池のかきつばた

大輪にして皆白きかきつばた

杜若にひるの蚤のとまりけり

傘さして八ツ橋渡るかきつばた

子を負うて黍をむしる貧女哉

蕗の葉のそよぎや蛇は隠れけり

蝿うって終日老が閑居かな

病む人の力なき手や蝿をうつ

蝿は打ち蚊は焼き蚤は括るかな

卓上や打たれし蝿のよみがへり

百

芭

若

卯

桃

合

蕉

竹

花

実

鉄砲百合大き‑鉢に開きけり

筆立や芭蕉なんど彫る竹の筒

南窓に若竹そよぐ書院かな

我庵は卯の花垣の中家かな

くへもせぬ脂たれ桃をもらひけり

且酌し且蝿を追ふて女侍す

看護婦の括して‑れたる牡丹かな
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相撲

新酒

名月

天文

人事
新酒なり少しは過ごし召さるべし

巡業の故郷楽しき角力かな

小角力の博葵に耽る身持哉

関取にぶつかる稽古相撲かな

三の官の角力筑摩の花火かな

花火見て帰る花火の話かな

幾本も同じ花火の揚りけり

逮‑より砧の音や夜更けたり

ねむたきを陳へ顔なる砧かな

名月や屋根の上にも人の声

月今宵去年のこよひの話哉

植物
草刈の萩も桔梗もあらはこそ

萩の主萩の会と申す男かな

干藁に榎実こぼる1野寺かな

我庭に落つる隣の榎実哉

夜半の秋隔離病舎の灯見ゆ

避病院に人界き入るや夜半の秋

ひや′ハ＼と飯食ふ独住居哉

ともし見ゆや更‑る夜寒の一軒家

老僕の夜長を嘆ず独り言

急行の汽車に眠れぬ夜長かな

新しき小さき樽の新酒かな

ちとばかり新酒買ほんと思ひけり

大船に積出す灘の新酒かな

晩酌の新酒頭痛を恨むかな

町はづれに新酒なんど売る駄菓子店

買ひに行く徳利小さき新酒かな

とりとめぬ夢さま′ハトの夜長かな

動物
取りためし姦一升ばかりかな

畦道や稲の穂たれて急とぶ

みそはぎの畦道ゆくや急とぶ

稲熟す頃を急の太りかな

嬉郷の勇を揮ひし悔もあり

草刈の鎌に嬉郷の最期かな

鰯引‑沖を過ぎ行‑白帆哉

一合の新酒に我は酔ひ過ぎし

49 吹雪

上

原

三

川

閃

菌

巴

秋

草

行き‑れて峠にか1る吹雪かな

合羽着て木賃を出る雪の朝

終日や雪にねて居る旅の宿

君が代や雪降る中を汽車の旅

此雨でした1か生えん菌かな

樹の雪の前に落ちたる梼緒かな

古庭に初茸生えぬ松の下

一つづ1取り出す寵の茸かな

縁側や等干したる蚕寵

下駄穿いて茸狩するや裏の山

講堂の天井を摩す巴かな

七草の秋見に行かん山の寺

俳詔に志あり菊の主

張番の傘を干したる黄菊かな

菊作る外に能なき主かな

村十戸同じ黄菊を作りけり

稲こ‑や日暖かき庭の面

忘れたるたらひの水や初氷

物か‑や硯の海の薄氷

砂原の霜ふんで行‑渡し哉

人のせて川舟下るしまきかな

稲刈(つ)て小屋がけするや村芝居

構稲の刈り残されし門田かな

年忘

人事
ハンケチを襟に巻きたる男かな

ストーブに頬のほてりし給仕かな

兄弟の蒲団引合ふ臣煙かな

年志倖して湯に行かんかな

年忘年を忘れて騒ぎけり

つき合ひの重ねくや年忘

年忘踊る二階の騒ぎかな

酒飲まぬ人も踊りて年忘

鷺足でちんがらかいて遊びけり

竹馬に騎りて学校へ行‑子かな

鷺足に騎りて高きを誇りけり

雪達磨をつくる教師と生徒かな

取りちらす狭き一間や冬寵

旅人の笠とばしたる吹雪かな
草庵即景

50 冬帽

御降り

蒲団

風呂吹に腹ふ‑れたる一座哉

風引いて朝寝して居る蒲団哉

植物

天文

人事

風呂吹

新年
とし玉のわりふりつける夫婦哉

年玉や鼠骨が‑れしあれやこれ

年玉の隣へ何がよかろかな

年玉の表を飾る世なりけり

五六人一かたまりの礼者かな

御降りの書院閑なり福寿草

(.I?･]

御降りの道学校へ急ぎけり

草枯の土手行‑馬子の夕日哉

北山に時雨の雲や菊粘るゝ

冬帽の挨だらけを被りけり

冬帽の攻を払ふブラシかな

墨汁一滴を読む

規はこれをもとに適宜'新聞｢日本｣の文苑欄へ掲載していったり'

新年'春夏秋冬に分けられ'お1よそ季題別に配列されている｡子

きた各俳人の句稿を返却の際に書きとめておいたもので'各年毎に

居た｣時期のものは､今日まで一句も目に触れ得ない｡

『承露盤』は'明治二十八年から同三十 年まで子規に送られて

老鼠堂社中の人に点をつけて貰ったり'角田竹冷宗匠に選を乞うて

の｡それ以前'｢養病の徒然に同じ病院の同室の諸友と発句に耽り'

明治二十九年夏'子規の手控集う 四季類別句稿『承露盤』所収のも

逝去するまで､足かけ十四年であるが'現在判っている最初の句は

福引 福引の幹事や袴羽織着て

病研究所に入院加療に専心するときから'明治四十年六月二十五日
<注> *の句は『三川句集』にあり'『三川句集原稿』にはないもの｡

上原三川が俳句にか わるのは'明治二十七年上京Lt北里伝染
(1)

解 題
福引の福に外れし笑ひかな

ふ‑引に落語に歓を尽しけり

福引の我が運何時も拙けれ

福引のいよノ＼出でゝ面白し

年玉のみかんを子等に分ちけり

三川俳句掲載機関一覧

萎憎EfE藁

上原三川略年譜
(29才) 9月和田高等小退職'上京o北里
伝染病研究所に入院｡

『俳句二葉集』 (5月刊)

『寒山落木』三刊, 『寒山落木』別巻

‑(30)子妙こ師事｡

刺
‑ 『寒山落木』四刊, 『俳藷大要』,

‑(31) ｢新俳句｣編纂の志を立つ｡

‑ 『寒山落木』五刊

『増補再版槻余香崖俳話附録選句
集』 (9月刊)

寄峰により松戸会(第1次)結成
される｡
‑(32) 4月帰郷' 5月島内尋常小訓乱

F拾町l
『新派俳家句集』 (泥牛編11月刊)

‑(33) 3月｢薪俳句｣ (民友社刊),奇峰 ‑10月｢ほととぎす｣東京へ移る｡

と子規の俳風を鼓吹する｡
蛋 IJr 吊 壁 T

‑(34) ｢信濃日報｣俳句選者｡

‑(35)春以来名和掛こつき昆虫学を学
ぶ｡地方に文運興隆の気運たかま
る｡

‑(36) 1月｢三川,扶格｣論争おこる｡

3月島内小校長｡島内青年会'島
‑ (37)

内改良会創立｡

‑(38) 9月松声会(第2次)再興0
‑￠9) 4月退職｡ 10月｢は⊥き木｣刊(1

(虚子編集)

『俳句稿』

‑ 『俳句稿J]

『俳句稿』
｢承露盤｣ (28年〜33年までの病層

別句集)昭和12年刊

『仰臥漫録』

｢春夏秋冬｣ 『春之部』 (5月刊)

『猫祭書星俳句帖上巻』 (4月刊)
『夏之部』 (5月刊) 『秋之部』 (9
月刊) 9月19日逝去

『冬之部』 (1月刊)

｢温泉百句｣ (ホ9月)論争
碧梧桐〉虚子対立｡

か年)｡ ｢昆虫世界｣俳句選者とな
る｡

‑(40)松本義塾創立( 1か年)｡浅間温泉

諸賢石戸親と是望Blり｢長野

‑(41) 10月より｢糸瓜忌｣論争おこる｡

‑(42) 6月25日逝去｡

▼｣

LL?

図1上原三川俳句掲載紙他一覧
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図2 上原三川俳句掲載句数一覧

5 3 中に'発表年月の概略を示した｡

上

に四季 語別にして掲げた｡これについては'本解題3で触れる｡

る｡なお､三川の俳句で｢作句時期'発表年月不明のも ｣を巻末

日付'｢長野新聞｣紙上へ載る最終の三句まで'一〇三八句を発表

年月順(お1よそ作句年月にも考慮して) に並べたのが本句集であ

に'子規の分類は後からの整理上の仮区分の意味がつよ‑'それに

よって作句時期を推定するのは無理かもしれない｡その点で'『承

露盤』を典拠とした句の発表時期には'ある暖昧さが存する｡

原

句契機は上述のような題詠によった句であり'嘱目吟でないだけ

三

打つ｣ の夏季によって'二十九年夏としたともいえる｡両句とも作

内

に出句された両句を'年毎四季別に分類する際に'｢苔清水｣'｢水

規の分類にしたがって二十九年夏としたが､あるいは'月次十句集

十一月｢女｣にそれぞ 出句されたことが推測される｡こゝでは子

ていた月次十句集の､前句は二十九年十月｢はき物｣'後句は同年

が､明治二十九年四月から開始され'当時子規がもっとも力を入れ

いる主要なケースをみると'次の通りである｡

りである.重複もそのま1にした.(図3)

どころとするもの｡それぞ の出典に掲げる句数を示すと'次の通

縦･横の同一出典名が交叉する個所の句数が'その出典だけを拠り

とられている場合があるので'重出の 典を表の上欄に示した｡

H

G

F

E

D

C

B

春ホ月新新俳承

A

目

描俳芸露

冬ス集集句稿盤本

6

9992

4

0

M

N

68 12

L

K

66 16

∫

I

長氷松信は昆信
野

声濃ゝ虫濃
む

新

十

会句き世目

聞ろ報集木界報

371 3

29 101 131 7288

掲載紙ほか一句数:掲載紙ほか一句数

図3 上原三川俳句掲載句数

小柄杓で女水打つ戸口哉

苔清水草牲ひたして別れけり

三川の句で'二十九年夏は二句｡

〔句会記録〕 俳句会稿'月次十句集'信濃十句集'松戸会報｡

〔単行本〕 承露盤､新俳句'新派俳家句集'春夏秋冬｡

〔雑誌〕 ホートギス､昆虫世界'は1き木､氷むろ｡

は左側の縦に出典を示したが'一句 出典とはかぎらず'重複して
また'掲載されたり'記録された句数は､図2の通りである｡図

ちなみに'一句が二つ以上の新聞'雑誌句集などに掲載されて

また発表した佳句を書きとめていった｡

両句とも､｢日本｣紙上へは翌三十年六月五日付掲載されている｡

以上の疑いを承知の上で'二十九年夏の句以下'同四十年七月1

掲載された新聞'雑誌その他発表機関は'図1の通りであり'図

二種にまたがる場合

川

〔新聞〕 日本､信濃日報'長野新聞｡

54 ①B承露盤 ②B承露盤 ③F月次十句集 ④L信濃十句集

かったといえよう｡

雑誌であり'｢長野新聞｣とは読者層が重なることは'ほとんどな

たことが推測できる｡｢昆虫世界｣は昆虫学の専門誌という特殊な

鼓吹しているので'雑誌と新聞との両者間で､適宜同一句を掲載し

は翌三十八年九月八日以降'俳句選者となる｢長野新聞｣紙上でも

を｢承露盤｣に記録したとの見方ができよう｡

ために'｢は1き木｣に掲載した｡

題に詠んでいる｡昆虫を新題季語として詠もうという試みを'三川
⑤ ｢昆虫世界｣には明治三十七年一月号よりか わり'昆虫を

④ ｢信濃十句集｣は同人間の回覧句稿なので'記録にとどめる

つ｣ の本集冒頭の句に関して触れた通り'｢月次十句集｣中の佳句

③ ｢月次十句集｣中の佳句を｢ホト ギス｣に掲載した｡

『新俳句』に収録したことが考えられる｡ 句稿なので'『新俳句』を編纂するに際Lt その中から佳句を抜き

⑤1昆虫世界
0長野新聞

① ｢承露盤｣については､上述のように子規の手控集的性格の

② ｢承露盤｣と｢月次十句集｣との関係は'｢苔清水｣ ｢水打

D新俳句 F月次十句集 Gホト ギス Kはゝき木
｢｣

あげておきたい｡

かもしれない｡④のルートの他に､このような可能性があることを

④ C俳句会稿1B承露盤1D新俳句
これらの句も'｢俳句会稿｣から直接『新俳句』へ収録されたの

自転車の立てかけてある花の茶屋 同

背戸川や薄濁りして水ぬるむ 承露盤･明30春

③ F月次十句集1B承露盤1H春夏秋冬

採られたとも推測可能｡
あるいは'｢月次十句集｣ の句が直接『春夏秋冬』(『春之部』)に

者の問で'『新派俳家句集』 の新派らしか ぬ点に関して批判が出

ている｡

畑打の道を隔てゝ話かな 承露盤･明30春

が『新俳句』に先んじて出したもので､当時'子規や『新俳句』編

.

･B‑∧E｡…緋家句集

不明｡『新派俳家句集』は子規とのか わりなしに編者の近藤泥牛
｢承露盤｣ の句が『新派俳家句集』に採られた経緯については'

畠打つ十歩にあきる鵡かな 承露盤･明30春

夕陽に小坊主急ぐ枯野かな

(2)

日本･明30･1･1 8

セキョウ

‥

い

一

･AÅE｡銅…家句集
三種にまたがる場合
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上

句』 へまわされたことも考えられる｡

五種にまたがる場合

以後'主として浅間温泉に寓居する晩年の三期となる｡

三

川

内

① F月次十句集1B承露盤1A日本1D新俳句
①のケースの他に'｢承露盤｣から直接｢日本｣ へ'また『新俳

ならば'第一期在京時代'第二期島内小学校在職時代'第三期島内

原

熟したるいちご嬉しき山路哉

道端や一膳飯の夏柳

苔清水草牲ひたして別れけり

同 明30･3

同 明29･1 2

月次十句集･明29･1 0

期の特徴をみるのが好都合である｡それは丁度'年譜事項からする
三川俳句の考察には三川の作句活動の上から'三期に分けて､各

⑦ F月次十句集1B承露盤1D新俳句
四種にまたがる場合

尼寺の杉垣低き紫苑哉

芽美し‑杉の寵に雨晴れぬ

押しあふて急ふんばる袋哉

取り残す菌小き恨かな

同

同･明30･9

同

月次十句集･明30･3

句集年次別
収録句数

の通りである｡(図4)

れにしても'｢月次十句集｣ への出句が'初出である点はかわりが

に採られ'そ が｢日本｣ へ掲載された可能もある｡しか 'いず

⑥ F月次十句集1A日本1B承露盤
このケースも⑥のルートの他に､｢月次十句集｣のが｢承露盤｣

⑤ B承露盤1Gホト ギス1H春夏秋冬

たのもしき苗代水のあふれ哉

竹植ゑて心に適す中庭かな 月次十句集･明304

承露盤･明3 1春

り'どのような句が当時'評価されていたかを知ることができる｡

本句集収録句数一〇三八句を発表年月により年次別に分けると次

ない｡

句の掲載機関である｡これらの句が三川俳句のご‑初期のも であ

トギス｣などほいずれも明治二十九年から三一までに作られた

･F月次十句集‑B承露盤‑AÅ° E銅…家句集

｢承露盤｣｢月次十句集｣｢日本『新俳句』『新派俳家句集』｢ホト

以上'三種以上五種までに重複して採られている俳句を掲げた｡

小柄杓で女水打つ戸口哉

2

月次十句集･明29･1 1
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⑤ごみための横にさいたる椿哉 ④粟飯のめんつう寒し川普請 ③隣から来てぶらさがる糸瓜かな

②小柄杓で女水打つ戸口哉 ①苔清水草軽ひたして別れけり

で'一貫した傾向がある｡

俳句のめざす実景 情に即した写実味を出すかに腐心している点

て'第一期に入れ'考えた方がよいと判断した｡

詠'あるいは字結という観念的なあそびの中で'いかにして日本派

で'時期的には次の第二期にか っているが'一貫した試みとし

二十九年十月｢はきもの｣十句から三十 年三月｢芝居｣十句ま

郷後の一年間を『新俳句』編纂'校正のためについやしている｡

会稿｣｢月次十句集｣でみることができる｡特に'｢月次十句集｣は

職する｡『新俳句』は翌三十一年三月民友社より刊行されるが'帰 携えて帰郷｡三十年五月より東筑摩郡島内尋常高等小学校訓導に奉

のアンソロジイ‑『新俳句』編纂をこ ろざし'編纂半ばで草稿を

し'まもな‑子規に師事｡日本派俳句に熱中してい‑中で'日本派

学校訓導の職を結核のために退職し上京'北里伝染病研究所に入院

明治二十七年九月三十日長野県東筑摩郡和田尋常小学校兼高等小 第l期 在京時代

この期 作品は'1で掲げた『新俳句』 ｢承露盤｣ ｢日本｣ ｢俳句

第一期の作風の特徴は､すでに本論考(一)で指摘したように'題

(3)

明治29年

明治30年

図で'印象明瞭｡⑲の｢船｣題詠も⑨と同様な句型で成功したもの｡

俳句』中の佳吟｡第一期の特徴をみせたものといえよう｡単純な構

ない｡⑦･⑧⑨は'｢彼岸すぎ彼岸桜の咲きにけり｣などと『新

る｡⑥もゆったりとした佳吟｡単に事実を措いただけという句では

詠｡いずれも､①･②③よりも新たな現実感の発見になってい

①･②での指摘がこ1にも該当する｡④は｢飯｣'⑤は｢椿｣の題

するような点がある｡③は新聞｢日本｣文苑欄へはじめて載る句｡

さやかな物語的な情景をつ‑り'そこに現実らしさを措いたと錯誤

を効かせて'物象の発見を通して現実感をかもす方法ではない｡さ

柄杓｣の措辞にも通じる｡このような配慮は写実味を出すのに'眼

まやかな､楚々とした感じを出そうとしており'それは'②の｢小

ターンを踏んでいるようだ｡①ほ｢苔清水｣が季語でもあるが'こ

⑬破垣や鬼灯熟す草の中 ⑫たのもしき苗代水のあふれ哉 ⑪杉なりにつめる炭星の俵哉 ⑲両国の花火開くや舟の上 ⑨秋近き風が吹‑なり橋の上 ⑧雪隠の臣板にちらぼる菜の花

は｢ きもの｣後者は｢女｣'の題詠｡写実味をねらって､同型のパ

①②は｢月次十句集｣出句であることはすでに触れた通り｡前者

明治3 1年

⑦櫨塞いで青く小き畳かな

⑥お台場の七ツ並んで霞みけり
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がひとつの節目にあたっている｡そこで､この期は主として､三十

動の上では､三十六年九月二十三日再興される第二次松声会の活動

上

い｡また島内小学校への在職は三十七年四月まで あるが'俳句活

月の『新俳句』上木までは'在京時代の延長として考えるのがよ

三十四年｡三十六年には松声会再興に力を籍す｡

すべきであるが'第一期で触れた通り'三十年五月以降三十一年三

文運興隆の基をつ‑る｡日報紙上での旧派俳人鳥羽扶揺との論争も

行なう｡翌三十四年の島内青年会'島内改良会創立へ'清新な地方

実態と緊密にむすびついた害虫駆除'益虫保護の講話や実地指導を

原

三十 年には名和靖に師事し昆虫学を び'島内村を中心に農村の

三

川

の間'三十二年には中信地方の新聞｢信濃日報｣俳句選者となる｡

内

年五月から三十七年四月二十七日まで､足掛け八か年在職する｡そ

この期は'本来三十年五月から三十七年四月までの作品を対象と

⑨暮近き雪の川舟下るなり

⑧見ゆるなり雪降る橋の人通り

⑦名月の山のくぼみに上りけり

⑥行秋の城下見下ろす山家かな

⑤押し合うてせり出されたる目白哉

④彩しき煤や仏を洗ひけり

③漕ぎ戻る頚の小舟をしぐれけり

②洗濯の足袋つるしたる短燥かな

①大仏を写生してゐる桜哉

‑実践活動を通じて掴かみ蓄えていく時期といえる｡

特色をなす新題昆虫俳句に関する素材や作句契機を'農村でのひろ

結実期へ向っての過渡期のさまをみせている｡それは'三川俳句の

規のめざした方向を三川なりのやり方で深めていく'第三期晩年の

東筑摩郡島内尋常高等小学校訓導(校長) には帰郷後'明治三十

第二期 島内小学校在職時代

の問に一種の雅味を有する｣(子規｢裾禁書屋俳話｣31)という､子

の三川の試みは'｢句は実景 情を有の俵に言ひ放しながら'猶其

俳句によりはじめて途を拓かれた画期的な作句法であった｡この期

に収録されたもの｡

が三川俳句の特色｡｢ほと ぎす｣に載り'『春夏秋冬』(『春之部』)

も同様｡(草十句集題詠)｡⑫のようなお1らかな主観語を冠せるの

るが'⑪の｢杉なりにつめる｣には､写実味がある｡⑬の｢草 中｣

情に直面して'ものと 接点で詩情を表現するという方法は日本派

結のような観念を具象化する方向で俳句を詠むのでほなくへ景物人

によって例をみるように'嘱目吟が目につ‑ことである｡題詠や字

｢三清楼｣十句(明治34･12信濃日報)｢草庵即景｣(同)など

1)｢飽層をつめ込む炭の俵かな｣(は1き木4号･明381)とあ

二年から三十六年末までをひと区切りとみたい｡
｢ホト ギス｣｢信濃日報｣に載る第二期の句は'題詠の他に'

ヽヽ

明治34年

明治33年

明治32年

⑪の型は'後に｢飽屑を入れる炭の俵かな｣(｢炭十句集･明31
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吟である｡三川が居住した島内村の小料理屋からの奈良井川辺の眺

出句も同じ｡上掲句で'特に印象に残るのは'⑧⑨'｢三清楼｣即

句の卑近な俳味がのぞいており､注目される｡⑬の｢長野新聞｣初

日報｣に載る｡｢山の‑ばみ｣｢薄着の桶｣｢番兵の髭｣には三川俳

の佳吟｡⑦'⑲⑪ほ'それぞ ｢月｣霞｢氷｣ の題詠句｡｢信濃

たつや流れ尻｣(明治32･1) のような例と同様に'身辺スナップ

る句でも'②や⑫は松声全句会報の記事中のも ｡｢朝寒の温泉個

果と'素材の発見のユニークさであろう｡同じ｢ほと ぎす｣に出

がら気になら いのは'｢や｣を定型リズムから外し'軽‑した効

に入り'｢ほと ぎす｣に載る｡④は｢や｣けり｣を併用していな

｢仏｣'⑥は｢家｣の字結｡前者は虚子選､後者は鳴雪･碧梧桐共選

ところだが｢を｣としたことで句は(,つと大き‑なっている'④ほ

ている｡③の｢頭の小舟を｣ のをは一句の眼目｡｢の｣とやりたい

躍､⑤の発見は'それぞ 句柄の上では異なったおもしろさを出し

に出るすぐれた句である｡①と⑤ は同じ句型であるが'①の飛

に依る｡①ほ｢絵画｣'③は｢小｣'⑤ほ｢自｣と'いずれも十句集

あった｡三川もそれによく応え'初期三川の旬 佳吟は多く十句集

⑬ひげ撫して上座の客や夷講

⑫洲の芦も打の芦も枯れにけり

明治36年

明治35年

い‑作者の写生の眼が感じられる｡第二期の特色をこの点に指摘し

格別の秀吟ではないが'題詠とは違った嘱目吟の方法を身につけて

⑪番兵の暁髭の氷りけり

⑲蕗茜の桶にとびこむ霞かな

治3･1 29)などと同じ‑'｢三清楼｣十句'｢草庵即景｣二句は'

望をまとめたもの｡同じ｢信濃日報｣に載る｢秋季の雑吟｣十句(明

第1期の｢月次十句集｣は子規のもっとも力を入れた鍛錬の場で

0

ュ‑メソな人柄を坊裸とさせる｡俗語や方言を生かした表現も'俗

んで'三川独自のユーモラスな句柄は'おのずから三川その人 ヒ

木｣を支える力となった｡

第三期は､三川俳句のまさに開花の季節｡新題としての昆虫を詠

からヒントを得てはじめた｢信濃十句集｣は十四回続き'｢ほゝき

｢ほゝき木｣へ｢昆虫世界｣'｢長野新聞｣であった｡｢月次十句集｣

をめぐる特異な論争を展開｡この期 作品発表の舞台は'主として

句に四十年六月二十五日の逝去まで全力をそ いで る｡

三十九年十月から翌年一月にかけて糸瓜忌論争と称する俳句表現

究'啓蒙誌) の俳句選者､｢長野新聞｣俳句選者となる｡両方の選

を創刊し十号まで発行｡｢昆虫世界｣(名和靖を中心とする昆虫学研

の ､もっぱら俳句作りに専念する｡｢ほゝき木｣(松声会機関誌)

同僚間官長宗の創立した松本義塾を援助する一年程の時期はあるも

たいのである｡

明治三十七年四月島内小学校退職後､翌三十八年に島内小時代の

第三期 浅間温泉寓居時代

‑ 逝去までの晩年
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上

⑮朝草を刈るや湖水を鼻の先 ⑭ころげ落ちて見えず瓢虫だまし

⑬雪隠の窓の障子も張りにけり

⑫戸をしめて畑打ちに出るひとり哉 ⑪暖き障子あけたり針仕事

⑲水祝あこぎに水を祝はれし

⑨飴市の風荒れて星晴れにけり

⑧まけられて鰯の頭を買ひにけり

⑦かたまって水鳥遺し湖の面

⑥蕃然に鼠はなびの走りけり

原

⑤鶏頭の赤き心や愛すべし

三

④夕顔の夕や人のなつかしき

川

③雲脚や粟の花咲く麓村

閃

②川狩の人小便す水の中

①捨舟の水の溜や松藻虫 明治37年

たのであった｡それはヒューマンな瓢逸味である｡子規の鼓吹した

俳句に俳誼のもっていた即興的な滑稽を生かすのである｡

とき して｢淡さ｣を破る'もっとはげし‑熱い思 につらぬかれ

規一門の俳人として'子規俳句のもつ｢淡さ｣を学びながら'なお'

を'その俳句の｢淡さ｣にみる山本健吉説は卓見である｡三川も子

までとどいて る｡芭蕉とも蕪村とも一茶とも異なる子規の特色

っはさを抜け'子規のいう｢一種の雅味｣(｢猫祭害屋俳誌｣31)に

⑰桔梗も萩も株に苅られけり

⑬桐植ゑてつくノ＼法師釆鳴き塵

(てんと‑むし)

おかしさ

(4)

明治38年

㊥柴刈の山に短き日なりけり

⑳短日の城下に暮れて戻りけり

㊥火事遠く直ぐに又寝て仕舞(ひ)魔 ㊨山繭を啄みに来る小鳥かな

⑳とんぼうの留らぬ杭は無かり轟

㊥つと何を追ひかけ行きしとんぼ哉

㊧抜け出でて靖蛤の目玉大いなり

⑲毛なし桃毛桃も紅‑熟しけり

⑳五月雨や山の温泉のさ1濁り

㊥溜桶に落ちしおけらの最期哉

㊥天牛になりかけて居る痢かな

㊨蚕飼して金を溜めたる話哉

㊨大雪のあした早来ぬ豆腐売

㊨ちよと引けばちよと領くや凧

⑳馬迫のなくや障子に月がさす

㊥天牛の嶺長男好き男 (かみきり) ㊥川風の吹きあふりたるどんど哉

⑳薄べらな蒲団に寝るや輝餅

⑲水鳥の湖心に遠く暮(れ)んとす

(かしわもち)

明治40年

明治39年

⑬北の海へ吹き荒れて行く野分哉
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31年0月1日)中の'向い家の老娘より肥え太った鶏頭を四本貰っ が'これは子規の｢小園の記｣(｢ホト ギス｣第二巻第一号'明治

る｡⑤は｢隣家の娩鶏頭を‑れけ ば｣と前書が付いた句である

③の上五｢雲脚や｣'④の｢人のなつかしき｣'⑤の大胆さに注目す

れていると'格別にいえる句ではないが'｢愛らし‑｣｢なつかし‑｣

の命終の吟にふさわしく'どこにも衛うところがない｡どこがすぐ

る｡その融通無碍な表現は'三川のす んで世の礎となった'生涯

なっているが'㊥㊤'⑬など小動物の生態を如実に措いて る｡

⑲'㊥は'｢蚊の出づる汚き泥清を汝ひけり｣と もに絶筆であ

見事に掴んだ上での表現にな･つている｡

中｣(明治40･4 )とも作っている｡

えたおもしろさは'荒唐無稽な比除ではな‑'天牛の肢体'生態を

してあっかわれるのは' じめてであろう｡天牛を｢好き男｣と愉

だまし'天牛などが季語を他に配することな‑､独自な新題季語と

の傾向に近い｡

さ'対象把握のたしかな句｡この特色は'三川俳句全般のベースに

第三は'昆虫学に造詣の深い自然科学の 徒としての観察眼の鋭

㊥撫子は愛らし‑百合はなつかし‑

㊨ヰ近‑蚊が来て鳴いて眠たきよ

㊨浄かんでよき子となりぬ更衣

㊨帽子店いつしか夏となりに遵

㊨諸声のひたと鳴き止む蛙かな

㊨遠鼓春の雨夜の更けにけり

㊤眼を病んで寵るや転日の永き

く'むずかしい副詞がよ‑生かされている｡

などは'⑲の｢ぞろく｣､㊤の｢転｣'㊨の｢ひたと｣などと同じ

第三期の特徴となっている｡また⑥の｢幕然に｣'⑲の｢あこぎに｣'

三川晩年の｢長野新聞｣紙上の句が○ 雑吟の形で出されるのは'

⑥は秋季雑吟'⑦は秋冬雑吟'⑧は新年二十五題と'いずれも嘱目｡

⑲飯窯き乳母が在所や木の芽和 ㊥公園の月夜に遊ぶ落葉かな

⑳陽炎やぞろノ＼あり‑神の鳩

であろう｡子規の鶏頭好きに応えた'三川の秀吟｡

た云々を意識した､いわば日本派の座 意識の中でつくられたもの

①､⑩'⑳､㊥㊧など｢昆虫世界｣に出る佳吟｡松藻虫'瓢虫

②の単純化の句法は三川得意のも で'｢畑打の小便しけり畑の

③'④⑤は'｢雲｣｢朝夕｣｢色彩｣の題詠､月次十句集のもの0

このような清爽な拝情句の代表作｡

柳に近いあやういところでへ掬い上げた句｡⑳' ㊥なども'そ

第二は'㊨の蚕飼の句に代表されるような'通俗卑近な話題を川

の点である｡⑬'⑰⑬'㊨⑳' ⑳'㊥㊨' ㊨など'

えるお1らかな郷愁に似た拝借がただよう｡三川の特色は第一にこ
三川俳句は身辺詠でありながら'そこに'人間の感情の核ともい

以下'⑥⑦'⑧⑨'⑲⑪'⑫⑬' は｢ ゝき木｣所収｡
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に躍り'浬減に帰して まったことを久し‑嘆いて居りました所'

上

いものがあります｡先生の遺稿のl切は其穀後に於て不幸祝融の災

秋雨三十二年'地方文運の興隆の現状を見て'今更に追懐の念 深

げておきたい｡

頒布の際に'胡桃滞勘内の書いたと推測される文章の一節を次に掲

でに触れているので'こ1では掲げない｡かありに'『三川句集』

は稀教本になってしまったが'喬蜂の序文は'私も本論考のHです

句柄に関し触れたもので､達意の文である｡『三川句集』は今日で

との交流'松声会結成時のこと､三川とのか わりや三川の人柄'

原

共) でわけている｡句集序として矢ケ崎杏蜂の一文は､寄峰と子規

三

川

非売品とあるが頒布会員を募ったもので､会費二円 十銭(配本費

的

本市萩町大成堂書店内三川上原良三郎先生懐徳会から刊行された｡

新年四八句'短歌三四首を収めた句集で'昭和十三年十月五日'松

短冊を入れ､春二〇一句'夏三二四句'秋二七 句'冬二 句'

について述べたい｡

代の肖像並に筆績｢畑打｣十句と'晴蛤のとまらぬ杭はなかり最の

忘れ得ぬ句である｡

川句集』からの収録である｡こゝでは'『三川句集』とのか わり

『三川句集』は四六判二五〇頁箱入四〇 部限定｡口絵新俳句時

｢先生が浅間温泉の僑居に於て'寂し‑物故せられてから'春風

巻末に掲げた｢作句時期'発表年月不明のも ｣二四七句は'『三

3

とな‑気の答めることであったので'それとなく尋ねて見ると'居

ことで'私たちはさう思ってもこれを事改めて言ひ出すことが､何

ぬといふことであった｡あの長病で一年々 に裏への目に立つ頃の

ったが'ひそかに考へたことは｢三川句集｣を纏めておかねばなら

は今住山久治君の有に帰して居る｡私はそのお手伝ひもする筈であ

して､｢新題俳句集｣刊行の計画を立てゝ'着手された原稿の一部

雑誌｢ハ キ木｣｢昆虫世界｣等で鼓吹募集された新題俳句を集録

これは居士の浅間温泉僑居の頃であった｡これより前三川居士は'

が'こ1に関連個所を掲げる｡

｢最初に三川句集編纂に志したのは'明治三十九年の十一月で､

は､本集(編年体) の編纂にも大いに役立ったので'長文にわたる

巻末の胡桃浮勘内｢編纂後記｣があきらかにしている｡その経緯

動物'植物に季語別分類をなしたもの｡句集編纂についての詳細は

の源流に遡って考える時'先生と先生の俳句の存在を忘れてはなら

ぬのであります｡｣

『三川句集』は総句数一〇五六句を'時候､天文'地理'人事'

(5)

成したものであります｡近代アラゝギ派の風潮の旺盛を極めるまで

期に在って'信州教育界に幾多の新文化運動の勃興した中の先駆を

の風格は躍如として居りますが'而かも此等の句は明治文運の興隆

ることになりました｡先生の句'清痩淡懐'一見他寄無き間に先生

出来ましたので'こ1に先生三十 回忌記念として'句集を刊行す

此頃諸方に散在して居る資料を茎ってtl千余句を蒐集することが
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が甚だたより無‑なり'居士の遺物の一切を挙げて'烏有に帰して

ぎないのである｡

会同人の如きは'生存者を算へて今は僅かに､両三指を屈するに過

林枕山両子をはじめ'不幸世を去ってしまふ人もあった｡前期松戸

て'それぞ の方向に立ち別れるやうになり､或は又矢野奇遇･小

三十年を経過して まひ'松声会の同人も多‑俳句から遠ざかっ

ことができなかった｡こんなわけで｢三川句集｣は'未完成の間に

作句や俳論を多く発表して居られたので､それを探し求めたが得る

が'蒐集の見込の乏しいことであった｡常時松本の｢信濃日報｣に'

帰って松声会に拠り､大に後進を啓発して盛に作句した頃のも

られる｡たゞ問題は其の両時期の中間に位する時代､即居士が郷に

後｢長野新聞｣俳句欄の選者を嘱せられてからの作はいつでも集め

翌年には｢ハ キ木｣ の発刊となり､更に居士が｢ハ キ木｣廃刊

けで充分であらう｡松本の松声会が明治三十六年の秋に再興され､

いつでも集めることが容易であると思って居た資料さへ'其所在

後松声会再興以前の蒐集不能の時期のも ばかりであったので､1

五十七句を追加することが出来た｡これが前述の｢新俳句｣発行以

留めてあるばかりである｡

俳句｣｢春夏秋冬｣｢ホト ギス｣ の一部分から抜革した百余句が書

遇氏より'日本新聞切抜'明治三十五六年か｣とあるものと'｢新

で今私の手許にある｢三川俳句集録｣と題する手帖には'｢矢野奇

た間に'悉く無‑なってしまったといふことであった｡其頃のも

士は句稿の類を整理保存しては居られない風で'幾度も住居を変へ

は三川居士のことは何もか 知りぬいて居るが如‑に思って居たの

提出することになり'私に其資料を求められたのであった｡常に私

刊するといふことで'同会の東筑摩部会は'上原良三郎先生伝記を

年を迎へるので'其記念事業の一に'物故教育功労者列伝を編纂公

望かと私かに欺いて居る際に'昭和十年には信濃教育会が創立五十

しまった今となつては'｢三川句集｣は心にか1りながら'遂に絶

居士が新俳句に入られた初期の作は'全部でな‑とも右の手帖だ

他の中から'中津青邑君の抄出したものを送り越されたので'其百

旦資料を分類して編纂を終った時に矢ケ崎奇峰翁が'信濃十句集其

特に深甚の好意を寄せられたことは､番いことであった｡斯くて一

申込んだところが'之を快諾せられたのみならず'其の謄写に就て

濃教育会には'古い ｢長野新聞｣が保存されて居るので'其閲覧を

者吟の全部を書抜いて送られたのは'其主たるものであった｡又信

貸して‑れ'美濃養老の日比帰麓園君が'｢昆虫世界｣ の俳句欄選

松本の住山久治君が｢ハ キ木｣ の全部と｢氷むろ｣ の初期の部杏

無かったけれどもへ自然に此の方面の資料を得ることが多かつた｡

ができたのである｡此の調査は勿論'俳句の方面は主たる目標では

戚故旧に､伝記資料の照会を発して'兎に角年表を作りあげること

いのに'今更の如‑博然としたのであった｡そこで私は各方面の縁

而かも三十年といふ歳月の蔭に､忘却の彼方に隔て去ったものゝ多

であるが'さういふ伝記となると'実は私の知る所は甚だ乏し‑'
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上

描入した給麗なのがポカソと出た｡僕等は其のとき足摺して口惜しがっ 先に｢新派俳家句集｣と題して巻頭に石版刷の諸名家自筆の短冊などを

ども'君は体よ‑断はられましたにも関はらず僕等の｢新俳句｣が出ぬ

出版するといって君(注子規) の許へ何事かを依頼したさうであるけれ

<註>

‑『三川句集』(三川上原良三郎先生懐徳会'昭和十三年月五日刊)

2この点についてはへ『新俳句』の編著ひとり直野碧玲瀧に次のよう

った近藤泥牛君(後北国新聞社に入)したるが同じ‑新派の俳句集を な文章がある｡｢僕等の｢新俳句｣を出版しようとして居た頃仙台に居

と考える｡

原

たり'三川俳句の変遷をみるのにはtT応の句数があっま たもの

三

川

内

のも と推定されるので'発表年代判明の句とあわせて'全期にわ

ざるを得なかった｡しか '上述のように二四七句の大方はこの期

判明句が九句というわずかであり'これからの三川俳句蒐集にまた

ぎり『三川句集』未収録句をあつめ'全体で新たに二1四句を追加

することが出来たが､特に､明治三十五年'三十六年はあわせて､

蒐集することは不可能な状況である｡私もこの期を中心にできるか

であった時期であるが'今日｢信濃日報｣をつぶさに見て'完全に

た通り｢信濃日報｣紙上に作品を発表し'松声会での句会活動が主

が'三川俳句の第二期のも と推定される｡第二期は'すでに述べ

通り各期にわたって蒐集したことになったのである｡｣

ところで'｢作句時期'発表年月不明のも ｣二四七句は'大方

所収｢編纂後記｣胡桃浮勘内'二〇五頁｡

(6)

7

(一九八〇年一〇月三一日 受付)

ヽ O

｢上原三川の秀句｣(｢信濃毎日新聞｣昭和五十一年七月十三日)｡『俳 胡桃津勘内｢編纂後記｣(『三川句集』)二〇一貫〜二〇三頁｡

『三川句集』頒布の際'三川句集頒布会員申込所'松本市萩町大成堂

終った｡｣(はたてがひ 明治36･5)

部紀要第一号八一九七五年) 二六頁

所収｡

書店の出したチラシの一節｡

3

4

5

6

｡本集をなすに際し'胡桃洋友男氏のお世話になった｡記して深謝した 社)所収 句の出発』〜子規と虚子のあいだ‑(昭和五十四年 月刊'高文堂出版
IV

山本健吉｢子規と虚子｣ (国文学第21巻号'昭和五十一年二月号)

上原三川(一) '日本派俳句との出会い (信州大学医療技術短期大学

したので僕等が足摺して口情がったのもドゥヤラ拍子抜けの体になって

に激した攻撃文を公にした｡加之に悪口家の斎藤緑雨までが之を臭ぎ出 けた｡日本紙上で五百木瓢事が手厳しく書き立てる｡子規氏などは非常 合杜撰なものが出来あがったので気の毒にも出版勿々八方から攻撃を受

たもんである｡(中略)

然るに泥牛君の｢新派俳家句集｣は泥牛君自身で撰択したもので'割

