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伊藤りねん
東京生まれ。人生の酸い部分は忘れっぽく、甘い部分は覚えている重宝な性質。

呪文

その男と過ごす時間は、何かとても懐かしいものを

掴んでいる気がした。心は手のひらの形をしていると

思った。自分の内からとめどなく溢れ出る熱くやわら

かなものを受け止めるために。

月が昇りつつある。女も男もそれに気づくことはな

い。時間が惜しまれて片時も互いの顔から目を離せな

かった。どのくらいこうしていられるのだろう。死ぬ

まであと何度このように過ごせるのだろうと考える。

生まれ変わったらすぐ見つけられるよう印をつけた

いと女は言った。どんな、と男は尋ねる。女はこめか

みを指さし、ここに刻むのと言った。

三つの言葉。コッツウォルズ、ペナイン・ウェイ、

シェフィールド。それは男が女に繰り返し語った地名。

あなたが旅先の話をしてくれると、私も一緒に行った

ような気持ちになる、と以前女は話したことがある。

男の手に力がこもった。

細胞から零れおちる記憶。若くはない二人が頭の片

隅に残しておけるものは多くない。死ぬ前には互いの

ことを思い出せないかもしれない（多分、初めて愛し

た人のことは忘れないのだろう。）だから、意味が分

からなくなっても口をついて出てくる呪文のように、

コッツウォルズ、ペナイン・ウェイ、シェフィールド。

生まれ変わって最初に言う言葉もこれよ、と女は念

を押す。天上天下唯我独尊だね、と男が笑う。悟りは

開けないけれどね、と女が答える。成長してこの地名

をどこかで耳にしたとき、懐かしく思うことでしょう。

しおりを挟んでいたページが開かれて、私にこの地名

を話した日のことをはっきりと思い出すでしょう。私

も刻みつける、と女はこめかみに蓋をするように指先

で押さえる。コッツウォルズ、ペナイン・ウェイ、シ

ェフィールド。次の生まで覚えておけるように、年と

って意識が薄らいでいっても繰り返し呟く。

女はその男といると何か懐かしいものを掴んでいる

気がする。遠い昔に覚えた呪文なのかもしれないが、

今では思い出すことができない。
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仮名吹(かなぶき)

1972年生まれ。詩を書き始めたのは40代半ばのある日、青空を見上げて「自分は『地球』という天井のない部屋に住んでいる」と、わけの分からぬ

ことを考えて以来。その時に書いた詩は今でも僕の友だちです。

今週の殺人

日曜日

テレビのドラマと同じ場所で

一人目の死体が見つかった

京都の資産家だった

月曜日

またもやドラマの筋書き通りに

二人目が殺された

当初関与を疑われた、資産家の後妻だった

火曜日、水曜日

後妻と対立していた三人の子のうち二人が

相次いで不審死を遂げた

木曜日

ドラマのストーリーをなぞるように

一人残った彼の、相続権のない愛人が

参考人として事情聴取を受けた

金曜日

容疑を掛けられた、彼の愛人が失踪し

「無実を証明します」と書き残して死んだ

土曜日

「すべて君の仕業だったのだね

完全犯罪をやり遂げたね」と言い残し

彼は愛人の後を追い、自ら命を絶った

警察に頼まれ、従姉妹として

彼の遺体を引き取りに行く車のなかで

私は彼からのメールを消去した

明日の夜

また誰かがドラマに罪を被せる
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小石 ゆうべ
クリスマス生まれ。出身地を探しています。春の夜に酔って詩をつくり始めました。

残酷な君に捧ぐ

ハルは誰にでも優しい

いわゆる博愛主義者の如く

美しさを鼻に掛けることなく

儚げな香りを纏って微笑み

気紛れな手でいとも容易く

別れの切なさに震える乙女の頬を撫で

新たな門出に向かう若人の背を押す

ゆえに誰もが凍えながら君を待ち侘び

君が去るのを惜しむのだろう

どれだけ皆に愛されようと

決してひとところに留まろうとせず

飄々とした足取りで音もなく通り過ぎ

後には痕跡さえ残さないから

不意に空の鮮やかさに気づいた者たちは

果たしてあれは幻ではなかったのかと

自らの記憶を疑う羽目になる

ゆえに人々はあらん限りの言葉を尽くして

君との思い出を記録するのだろう

寄り添うように温かな雫を降らせ

いっとう華麗に散る花弁を贄に

人の涙を美しい過去に変えてしまう

優しく残酷な季節にこの詩を捧ぐ
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坂井 傑
詩を書くことが大好きです。統合失調症です。オリジナルの表現を大切に考えたいです。文芸創作活動に心を救われています。障がいは苦しくても、

生きて行きたいです。俳句、短歌を詠むことも好きです。

冬の小夜

かなしい

人の声がして

かなしくなる

冬の小夜に

音楽を少し

愛している

かなしみ を

残したままの人と

ルームに漂えば

二人の流れ

星空まで届かない

その人は きっと

かなしさ を

愛してしまっている

帰って行く姿が

かなしい

満たされているから そっと
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サトウアツコ
2006年、「食べ物のうた｣を出版～人生は、冷蔵庫みたいだけれど、面白おかシックにアレンジのきいた

スペシャルな一品に仕上げたい #楽詩

花葬

吸い上げる水に彩られ

手足は冷たく

生と死の隣り合わせ

今まで空白だった時間を

埋めるように

歩み寄る人の手から

消えてしまった土のにおい

天国に持っていける

そう信じたものは

この世界で燃やされ

真っ黒け

ひとつひとつかき集めたら

まだ熱が残る場所に

種をまく

パチパチと鳴る種は

新しい芽を出すだろう

歩み寄れば

打ち消されていくものを

人は忘れがちだけれど

手放したものが多い人ほど

花を手向け

心に安らぎを

もとめる

隙間なく埋めた花たちが

生まれてきた意味を

問いもせず

散ることを知らぬまま

熱を帯びてゆく

彩られたものは無色になって

吸い上げた水と共鳴しあう
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サラ・カイリイ
福岡生まれ福岡育ち。私家版詩集「リードマイリップス」、「コロンビーナの口紅」を作りました。

福岡県詩人会会員。第49 回福岡市文学賞受賞。普段は福岡で詩の合評会「福岡詩話会」やオープンマイクの

「福岡ポエトリー」に出没。福岡ポエイチ実行委員もやっています。

あなたの部屋、対岸の人

あなたが口づけるたび

わたしの言葉は失われる

あなたは口づけを繰り返すので

いつしか

わたしは空っぽになってしまう

口移しで飲んだワインはぬるかった

唇の端から垂れて乳房に滴った

電気を点けっぱなしにしていたので

目尻が赤くなったのがすぐにわかる

カーテンは閉めたままなので

今が何時か わからない

あなたが抱きしめるたび

わたしのリンカクは崩れていく

あなたは腕の力をゆるめないので

いつしか

わたしは粉々になってしまう

暗い部屋でからだをたどっていく

たぐりよせるように額を合わせる

闇のなかで水の光が揺れる

お互いの目玉が涙の膜を張って

映るはずのない姿さえ

にじませようとする

わたしが愛するたび

あなたは途方に暮れた顔をする

わたしは愛をこぼしてしまったので

いつしか

あなたは対岸の人の顔をしている
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高嶋樹壱
1996年生まれ。学生時代、合唱部で詩作品を歌った経験から詩に関心を持つ。20歳のころから実作を開始。

『現代詩手帖』ほか各誌で修行中。春から新卒社会人になります。

パラボラアンテナから海王星を見下ろす

間もなく地球に最も接近すると憶測されてき

た海王星は今僕たちの住む百八階建ての睡眠

棟の間を、すり抜けるようにゆっくりと移

動している。（海王星ヤバすぎ）とでも

送信してくれそうに思えた友人は、

昨日の夜、自身を電子言語化

して憧れのラスベガス

へ飛び立った直後

不幸にも発生

した世界規

模の通信

エラー

によ

っ ♆

て本

当に跡

形もなく

「消滅」し

てしまったわ

けなのだけれど、

よくあることだから気

にしちゃダメだって皆は言う。

仕方ないから本を読む。電子書籍だ

けだけれど。ほん、って言葉好きだな。

いつか手に持ってぱらぱら（死語）とめく

ってみたい。（へえ。眼。生身のくせに色が

視える。海王星も綺麗に見えたんだろうな）

その間もパラボラアンテナの真下を海王星

は通過していく。昔は遠かったはずなの

に今は見えなくなるくらい、近い。
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髙原亜紀子
1990年生まれ。徳島県在住。三好達治の詩に感動して詩を書き始めました。よろしくお願いします。

「深夜」
あかぎれた日々を修復しようと

殖えていくサージカルテープで

窒息しかけている

もがく手が掴む虚空うつろに見つめ

コントロール出来ない自我

あらゆる手段で血を見たのに

今更それが哀しいというのですか

嘔吐感に溺れていく

全能が劣等にすり替わる段差を踏む

呻けども涙は発火しない

自焼できない情けない己に

水ぶっけけて氷粒投げつけて

また身勝手なダンス踊って

右腕に甘いキス増えていく

瞬間が永遠を欺く手口を見た
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十樹啝紘世
筆名は当て字、読みはときわひろせです。数日前に買ったガラスペン、味わい深く濃い色が出て詩の清書に良さそうです。鶯と山葡萄から始めます。

平成葬儀

十八歳のとき働いていた

居酒屋のオーナー曰く

自身が亡くなったそうだ

ＬＩＮＥで本人から訃報がきた

一読して そうですかと

別段変わりない相槌の如く

実感が追いつかない

年月が過ぎ バイトを辞めてからも

お客として来る人

差し入れを持って従業員入口に現れる人 のある

温かい空間であり 人物だった

時に恍惚とする程に

故人のスマホから現スタッフの人が

葬儀の日程も教えてくれた

棺に入れられた後

遠くからやって来た一人です

遺影が用意されていたとしても

生前そのもので確かに会えました

私からの追悼文は

ｉＰｈｏｎｅ７に綴りました

帰りのバスで落っことしてしまいました

拾得物の届出があったけれど

感謝を胸に手離します

運良く火にくべられたら

天に通じ得るかもしれません
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竹村雄哉
竹村雄哉（たけむらゆうき）.。音楽家。千葉県木更津市出身。日本大学中退。

釘と歩く
錆びた釘が落ちている

クローバーの下で赤く

ぼろぼろになっている

この細い道を通る人が

踏んで怪我などしないように

拾い上げる

青い空と冗談みたいな寒さで

僕の手も赤い

しばらく眺めてから

コートのポケットに入れた。

帰ったら捨てよう

手袋をしてくるべきだった

家に戻るには、

遠くに来すぎた

川を目指していた。

馬鹿野郎とは言わないが、

大きな声を出して、

迷惑にならない場所まで。

溜まったものを全て

出し切るのだ。

そうすれば、変われると

靴を履いたんだ

歩きながらたまに

ポケットの釘をたしかめる

こいつはどこに使われていたのだろうか

どんな人が打ったのだろうか

いつのまにかヘッドホンの音楽は

止んでいて

初めての道を西へ西へと進んでいた

突然、空が広くなった

予想より早く、

川に着いた。

さあ、大声を出そう

叫びまわろう

その前に釘を投げ込んだ
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音はしなかった。

なにかが終わった気がして

声が出なくなった

水鳥が水平に飛んでいる

死にたかった僕は消えている


