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2022 年 俳句集                        山 本 利 久 

1 月(睦月) 

年賀状 友の便りに 声を聴く 

返信の 賀状認め(したため) 朝寒し 

頌春や 千両万両 の実映えて 

年賀時に 家族の電話 濃密化 

 

休刊日 郵便も来ぬ 年賀閑 

琴の音も 国旗も失せた 年賀かな 

オミクロン 老いて躊躇う 初詣 

小寒や 遅れて届く 年賀状 

温暖化 渡り忘れの 留鳥に 

大雪や 除雪助人 隣家若人(びと) 

七草や 正月飾り 取り終えて 

鵯(ひよどり)や 大雪奪う 衣食住 

寒中に 心身火照(ほて)る 汁粉哉 

今冬の 異常な寒さ 身に凍みる 

寒に乾 水を求める 外の鉢 

寒中の 落ち葉掃除や 春覗く 

春遠く ハナニラの葉や 緑吹く 

寒月や 未明に覗く 明かりかな 

冬五輪 北京侵寇 オミクロン 

初場所や モンゴル旋風 小休止 

厳冬や 首都の立地の 有難さ 
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酷寒に 鉢の水やり 滞る 

 

山茶花や 寒気凛冽(りんれい) 花蕾 

睦月末 千両の実や 紅の数珠 

三回目 凍れる夜道 妻連れて 

 注：3 回目のワクチン接種 

石垣の 桜開花や 聞く冬日 

 注記：石垣島の花だより 

 

2 月(如月) 

居間飾る ハイビスカスや 冬の笑み 

節分や 妻を先導 コロナ外 

豆撒きや 改めて知る 我が家かな 

鳩思い 庭にも豆を 節分に  

干し柿や 故郷偲ぶ 色に味 

芹鍋や きりたんぽ入り 夕餉卓 

節分に 濡れタオル掛け 保湿乞う 

節分や ズーム会議の 盛り上がり 

立春や 北京五輪の 映像美 

冬五輪 厳冬映える 張家口 

冬延びて 山茶花パンジー 咲き代わる 
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山鳩や 撒き豆見付け 春立ちぬ 

 
霙(みぞれ)降る 春なお遠い 庭暮色 

買い物や カート曳く身に 氷雨かな 

立春や 改めて見る 年賀状 

寒暖や 日々身構える 梅蕾 

水仙や 庭に春光 花誘う 

落ち葉掻き 庭の満天星(どうだん) 芽生えかな 

 

3 月(弥生) 

弥生きて 番椋鳥(むくどり) 庭飛来 

タンチョウや 恋の舞呼ぶ 春風情 

クロッカス 一夜一輪 春覗く 

テレ診療 主治医栄転 春跳ねる 

雛祭り 終えて着直す 鉢の梅 

啓蟄(けいちつ)の 前に顔出す ゴキブリや 

蜂蜜の 動き滑らか 春和(なご)む 

人・鉢や 保湿求める 如月に 

啓蟄や 春一番の 庭騒ぎ 

紅白の 梅に愁色 ウクライナ 

散歩道 紅梅ミモザ 揃い踏み 

気が付けば 春を呼んでる ミモザかな 
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ミモザ咲き 春一杯の 風情かな 

姫椿 エニシダ芽吹き 庭息吹く 

ハナニラや 一足遅れ 花揃う 

今年も ハクモクレンの 誘う路 

氷雨舞い 枝垂れ梅散る 空無情 

 

出所：日経俳壇 2022.3.19 
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時移り 三代を経た 家並かな 

老いてこそ 料理を化学 また楽し 

 

四月 (卯月) 

メジロ群れ 銀木犀の 若芽摘む 

マリウポリ 血圧上がる 日々の朝 

 

桜咲き 曾孫男子の 宮参り 

満天星(ドウダン)や 白いベル付け 春告げる 

梅桜 多様性見せ 春が行く 

寒戻り 車中で覗く 花見かな 

二条城 花の舞台や 櫻守 

一年の 六日の舞台 櫻守 

人知れず 毛虫も愛でる 花見かな 

夜桜や 月光映えて 別世界 

桜守 老木見上げ 話かけ 

花冷えや 満天星のベル 小休止 

ウクライナ 読み方変えて 母国語で 

 ―例キエフ→キーウ 

人の世の 思いを奏で 駅ピアノ 

窓氷雨 ブーゲンビリア 居間の春 

陽光や 地植えチューリップ 指数え 

パンジーの 枯れた花摘み 卯月行く 

姫椿 枝に隠れて 卯月かな 
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鈴蘭や 陽気に浮かれ 春化粧 

長閑さや 春光愛でて 童歌(わらべうた) 

接骨木(にわとこ)の 新芽を仰ぐ 薬草日 

桜散り 早くも登場 マラカスや 

 注記：台風第一号 

花水木 花芽顔を出し 春飾る 

チューリップ 昔狂乱 家一軒 

山吹や 三輪並び すまし顔 

花桃や 初夏の日差しを 独り占め 

スズランや 日毎数増す 無垢の花 

陽春に 庭仕事聞く 隣家かな 

春秋や 縮む季節の 温暖化 

四季薄れ 単調化する 暮らしかな  

身に応え 卯月半ばの 寒雨かな 

群青や 十二単の 花の宴 

 注：西洋十二単(ジュウニヒトエ)、アシュガ 

絵画展 友の進取や 卒寿越え 

花桃や 路肩に一本 人工美 

滅入る日々 八十路半ばの 菜種梅雨 

卯月朝 西行く雲や 稀有を見る 

花を知る スマホアプリの 奥義かな 

 注：ぐーくるれんず 

  

銀鱈や 西京焼きの 香り満つ 

お茶漬けの おかか生姜(しょうが)に 母偲ぶ 

ふりかけや 川口納豆 友の郷 

四季薔薇や 数年ぶりの 花飾り 

残雪や 春を言祝(ことほ)ぐ シラネアオイ 

店先に 花卉(かき)園芸の 競う春 

故郷や ｢ほとけのざ｣見た 畔もなく 

薔薇の花 病葉(わくらば)覗く 若冲や 

 背景：江戸中期の代表的画家若冲描く絵画に出てくる病葉(わくらば)に思いを重ね 

アザレアや 満開目指す 生を見る  注；別名｢アゼリア｣、｢西洋ツツジ｣、｢オランダツツジ｣ 

故郷や 桐咲く風情 いつまでも 

パリの街 日陰樹桐の 住み心地 

 背景：中国原産の桐がパリの街路樹として大きな葉で木陰を作り、桐花が爽やか 
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五月 (皐月) 

 

昭和の日 シャリンバイ咲き 世を巡る 

 背景：シャリンバイ(車輪梅)、花が梅に似て、枝が輪生状に延びることから 

椋鳥(むくどり)や 番舞い降り 芝突き 

寒さにも ゴールデンウイーク 不可はなし 

正装や 森林浴に ドイツ流 

週末に ワイナリー探訪 ライン川 

アウトバーン ベンツ追い越す ポルシェかな 

雑草の 花咲く庭に 手を休め 

アザレアや ゴールデンウイーク 満艦飾 

シジュウガラ 早朝忙し 巣に行き来 

アザレアや 皐月の庭に 破顔かな 

みどりの日 朝顔植える 日和かな 

身嗜(みだしなみ)み 垣根剪定 みどりの日 

雑草も 待てば回路の 花の笑み 

新緑や 庭木を愛でる 立ち話 

鶯や 不要不急か 声聞かず 

母の日に チーズスフレの 供え物 

花水木 二階の眺め 若婦人 

接骨木(にわとこ)や 新緑摘んで 薬草に 
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クロッカス 地植えの株分け 鉢に受け 

四季薔薇や 大輪咲いて 花お辞儀 

営巣や 非常事態下 シジュウガラ 

紫陽花(あじさい)や 拡張機能 目一杯 

身支度や 千島桜の 風土かな 

ガウラ咲き 皐月の空に 鯉幟 

アザレアや 破顔の後の 旅支度 

剪定や 虎刈り残し 日が替わる 

庭仕事 翌朝風情 笑み湛え 

昭和の日 花の行商 物語 

渡り鳥 不要不急か 留鳥に 

戦火にも 青葉の季節 戻りけり 

 背景：ウクライナ 

接骨木(ニワトコ)の 陰干しの香や 自然界 

アザレアや 演舞終演 乱れ髪 

復帰後に ヤンバルクイナ 認知かな 

新生姜 心身清め 料理立つ 

シジュウガラ 巣立ち遅れや 剪定も 

立夏過ぎ 藪蚊センサー 不意を衝く 

加湿器や 仕舞支度の 化粧かな 

小満(しょうまん)や 巣立ち確かめ 枝払い 

 背景：小満、二十四節季の一つ、太陽暦の 5 月 21 日) 

シジュウガラ 巣立ちの礼や 声聞けず 

剪定の 奥義届かぬ 乱れ髪 

剪定に 戸惑う様子 舞う小鳥 

 

六月 (水無月) 
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花違い 長く短く 咲く姿 

朝早く 西行く雲の 長閑さや 

ゼラニューム 花柄(かへい)の花芽 待つ日和 

朝顔や 一輪咲いて 蔓延びる 

水無月や 水田浮かぶ 街暮らし 

朝陽浴び 庭一面に 生気立つ 

紫陽花の 花の変化や マイペース 

インターホン 野菜売り聞き 朝が行く 

水無月や 小雨と遊ぶ ガウラかな 

紫陽花の 花も喜ぶ 小雨かな 

芒種(ぼうしゅ)来て 畦道渡る 人の影 

意に背き ハイビスカスの 病葉(わくらば)や 

食材の 円やか包み 朴葉かな 

梅雨時に 辣韭(らっきょう)漬ける 皮毟(むし)り 

黙々と 辣韭漬ける 合作や 

翌朝に 香気漂う 辣韭や 

紫陽花の 花の変化や 日々嬉し 

年賀状 切手に替える 物語 

梔子(くちなし)や 初花一つ 初々し 

ネジバナや 芝生に映える 孤高かな 

朝顔や 踊り場迎え 一呼吸 

梅雨控え 妻にギフトの ポンチョかな 

夏至迎え メジロ・シジュウガラ 庭飛来 

猛暑日や 夫婦接種の 4 回目 

水無月や 猛暑日数え 耐える日々 

(了) 


