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あさとよしや
オキナワ県ナハ市生まれ。

sponge

正直者が焼夷弾を両手に走り回る夜に

愛が生まれた

とは言っても

その場で弾けたのだけれど

生まれたことに意味があるんだ

意味があること自体に

意味は無いのだけれど

生まれた愛は弾けて辺りを濡らしていたので

ウチの嫁さんが乾いたスポンジで吸い取ったのだが

どうしたわけか

そのスポンジが口を利くようになったのだ

嫁さんは驚いて高めの皿を割ったのだ

口を利くようになったスポンジは

まあ他愛の無いこと言っているだけで

僕ら夫婦は別段困ってはいない

スポンジは昨晩見た夢の話をする

弟に再会した夢の話や蛇にかまれた夢の話

押入れを開けたらチューリップの花が

いっぱい咲いていたよ嬉しかったよ とか

ある時、昼食にスパゲティを食べてると

キッチンから僕を呼ぶ声が聞こえた

愛を吸ったスポンジが僕を呼んでいた

スポンジは震えた声で言った

水を張ったボールに私を静めてください

ひとおもいにころしてください ときた

正直者が焼夷弾で市立図書館を燃やした夜

僕は水をいっぱいにしたボールを流しに用意した

白装束に身を包んだスポンジが

神妙な顔つきで辞世の句を詠んでから

そっと水の中に沈めてやったのだ

スポンジから次々に染み出ていくものを

僕は肉眼で確認した

それからすこし涙が出た
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石川順一
昭和４９年５月１４日生

ビッグだった私

ビッグだった私が

道路で何か言いながら

笹を撒いて

パンダを招き寄せる

さらさらと降り注ぐ

陽の光（矛盾の光）

雨の中の花にふるえ

キングの顕現にふるえ

時法の堅固さは

ネットウヨに勝ると思う

差異にドキッとしている

暇はない筈だ

ビッグだった私が

道路で何を言って居たかは

記録されていなかった
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伊東ともの
1983年生まれ、詩誌「立彩」同人。

ひとつの悲しみ

ひとつの悲しみが

夕暮れとともにやってきて

時間はずれの

挨拶をしてくる

こちらも挨拶をしかえせば

扉が

あかるく ひらかれる

今日 と言いかけて

昨日 と思いなおし

ゆれていく時間軸には

いつも置きざりの子ら

（笑っているね

笑っているよ）

こぼれていく

ひかりの粒が

なだらかな宙を

かけあがり

出来上がった

つややかな

ひかりの筋は

やはり

さいしょから

ひとつの悲しみで

それは

まったく

わたしのものだった
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鎌田伸弘
「午後２時の会」「みなづき短歌会」同人。詩集『網棚のうえのリヴァイアサン』（七月堂）。

染みの海原
その場末の立ち呑み屋の

コの字型のカウンターに立って

ひとり安い焼酎をのみながら

天井の染みを見あげる

それに初めて気づいたのはいつだったか

いらいわたしは毎日のように

コの字のカウンターの一角に立ち

天井の染みを見あげている

染みは少しずつではあるが

わたしが見あげるたびに

大きくなってゆくようだ

アルコールの染みなのか あるいは

モツ焼きの脂の染みなのか はたまた

客の誰かの心から沁みでた 涙のしみなのか

＊ ＊ ＊

その場末の立ち呑み屋の

コの字型のカウンターに立つ客たちは

みな草臥れた年配の男性ばかり

そして中では女将がひとり切り盛りしている

彼女もなかなかの年配には違いないが

それにもまして国籍不明の風貌である

ゴーギャンの描くタヒチの女を思わせる

楽園へと連れていってくれるのだろうか

女将は人ひとりはゆうに入る大鍋の煮込みを

櫂のように大きなへらで搔き廻している

いつか大海原へと漕ぎ出そうというのか

カウンターがノアの方舟に見えてくる

男たちはみな乗船切符を手にできるのか

染みは雫となって今にも落ちてきそうである
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木村はる

ムクドリの夜

森を忘れた

ムクドリが電線で群れて

ギャアギャア騒いでいる

街の夜

ムクドリの下で

少女が群れている

帰る家を忘れた少女が

目のまわりを

黒や焦げ茶に塗りたくり

心を隠して地べたに座っている

アタシハ アイヲ サガシテイルノ

ムクドリの糞（ふん）が

白雪になって降る

アスファルトは固く冷たい

少女の群れは

ひとりひとりが ひとりぽっちだ

ひとりぽっちが群れている

アイハ ナイカモシレナイ

終電が行ってしまうと

もう 何処へも行けない

ダレカニ ワカッテホシイ

ひとりぽっちの睫毛（まつげ）が叫んでも

街の雑踏に消されて

誰にも聞こえない

夜は砕けて

何処かへ散らばってしまう
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桐ヶ谷忍
４月２７日生まれ 東京都在住

水鏡

梅雨の晴れ間の夕暮れ。灰色の路地に、茜色の空を映した大きな水

溜り。跨げずに立ち止まると、水溜りの中に鳥がいた。電線に止

まっているのが映されている。

羽を広げては閉じていて、飛ぶのか飛ばないのか、

(飛べないのか)

焦れながら見ていてふと気が付く。

眉間に力を入れている。慌てて力を抜く。

眉間にシワを寄せていたら、取れなくなってしまう。

私が子供の頃から喧嘩ばかりしていた両親の眉間は、鬼のように

くっきりとシワが刻まれている。

あんな風にはなりたくない。いいやなるものかと、私は常に微笑ん

でいるよう心掛けている。

そうしてまた気が付く。今日も一日、シワが寄らないように寄らな

いように、のっぺりと笑って過ごした事を。

昨日も一週間前も十年前も、

のっぺりと。

顔に手を遣る。自分がどんな顔をしているのか分からない。

水溜りに向かって顔を突き出してみた。

真っ黒な顔だった。

シワどころか目も鼻も口もない。

真っ黒に塗り潰された顔だった。

逆光だからだ。橙が強すぎるせいだ、だから、

その時、鳥が私の顔を突っ切って行った。

(飛べたのか)

なぜだか悔しくて情けなくて、

こわくて、

衝動的にヒールで思いっきり水鏡を割った。

飛び散ったひとつひとつの飛沫に、私の靴の内側に、黒い顔が映っ

ている。私の、

私の顔が、顔は、

悲鳴をこらえて走った。

頭上を何羽も鳥が飛び回っている。
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黒田雨遠
1989年生まれ。関西在住。

円ニナル

Ｉ問ヒ 胸ヲ シテ

Ｙｏｕモ 張ツテ 支度モ

ノノ ヰル 卓モ

野ノ 旨ヲ マダ

summerヨ スツカリ 整ハナイ

サ 伝ヘ ケレド

小夜 忘レテヰル 寧ロ

三叉路 回覧板 触込ミ

常夏 元来 御触書

ノ 回覧 ニ

床 シナイノニ 囃サレ

夏 大事ナ （夜サ

ノ ニウスハ 宴夜

所 直接 サ）

ハ 矢ツ！テ 小躍

朝ニ 来ルワ sheet

塗レ ブル ヒク

御隣人 ブル 屹度

ハ フル 棒ニ

死者 ルヘ ナル

ヨ ヘヘヘ 私

ゴ臨時ん ナガラ ハ

ノ ブブ Ｉ

使者 ルル デアル

ニ手 来ク ノニ

足 ヅレテ 目ガ

二 ユキ 回ルカラ

直立 ナガラ 円ニナル

歩行 衣 （夜サ

ニ ガヘ 円夜サ）
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櫻咲太郎
右も左も分からない。上下も前後も分からない。徒手空拳で切り開け。哀れなる一匹の黒き子羊。

芳香
彼女はつねに微笑を浮かべていた

しかしあまり笑うことはなかった

むしろ苦しみにとらわれながら

ひとり静かにテーブルの横に座っていた

微笑を浮かべながら耐えようとする

君が不意に流した涙

君の絶望的な涙が僕の瞳を濡らした

ふたりは孤独に傷ついていた

風は長い髪を揺らし

涙は空に流れた

生まれていく言葉を阻んだ 羞恥の感情

花一片 幻覚を見せたのだろうか

みたされない何かを隠しながら

亜麻色の髪は優美な薫りを纏っていた
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しばやまさる
山奥にてまったり野草を食むし人 たまに街へとおりてきます

「は」

犬歯が圧迫され疼くので

舐め続けている

しんでしまった愛犬が

顔中舐め回したように

犬歯を

舌苔が剥がれるまで

舐め回すから舌が

しんでしまうまえに

抜いた

健常に溢れる鮮血と

剥がれゆく肉の音が

最期の抵抗だった

犬歯は持って帰り

遺影の横に並べた

久しぶりに両手を合わせ

口の中の大穴に満足しながら

首を傾げ粥を啜る

滑り込んだ米粒を

柔らかい毛先の

歯ブラシの先で穿る

鏡面に

初夜が映りこんでいた

痛みが消え始めたころ

犬歯なんてはなからなかったみたいに

ふんぞり返った歯は

またも圧迫を始める

まるで僕を舐め回した

前田さんみたいに

僕は前歯を舐め回している

「犬死にだったなあ？」

あの時の裂け目を

執拗に

舐め回し続けている
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二嶋あおり
1987年生まれ。小説「雨が洗う」で、第三十回舟橋聖一顕彰青年文学賞最優秀賞受賞。

すわってみたい

あなたの「さみしい」のとなりに

あなたの「うれしい」のとなりに

すわってみたい

わたし

あつくるしいと

思うけど

わたし

へんてこだと

思うけど

わたし

好きなのは

あなた

すわってみたい

すわってみたいな
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ゐぐさ
不思議な出来事に遭遇し、ただただ圧倒されたい、という願望があります。この世を去ったら、憧れの人に「晩秋20日生まれの詩人」と認

識されながら同じ町に暮らし、時々カフェでチョコレートケーキと珈琲を頂きながらフルサトの話をするのが夢です。

ぼやけた林檎色の物語

笛の音ハモニカ児らの声

ソーダアメ、空、春はなび

金箔桃色ひとひ来た道

友と別れて残りの陽

充ちゆく昨日にひざを浸して

閉じゆく家路に掠め見た

たね屋の婆やは首を傾げて

古日の淀む土間を見ている

暗がり西日にうずもれた

冷凍庫のぬけがらに

羽を窄めた問いへの答え

ロシヤの果てより冷えている


