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photopos-401
2015.10.12

その眼は
何を見ようとしているのか
その窓から
世界の姿は見えるだろうか

その耳は
何を聞こうとしているのか
その扉から
世界の響きは聞こえるだろうか

その声は
何を歌おうとしているのか
その口から
世界への祈りは届くだろうか

その手は
何を求めようとしているのか
その手のひらに
世界の謎は得られるだろうか

＊高知県日高村・めだか池湿地にて



見えない風が見えるなら

見えない鳥も見えるだろう

見えない樹が見えるなら

見えない花も見えるだろう

聞こえない声が聞こえるなら

聞こえない祈りも聞こえるだろう

聞こえない星が聞こえるなら

聞こえない秘密も聞こえるだろう

＊高知県日高村・めだか池湿地にて

photopos-402
2015.10.13



理由というのは

ひとつの気休めにすぎない

理由はどこからでもくる

海が美しいだけでも理由になる

波が不思議な形をしているだけでも理由になる

それらの理由は

またあらたな理由を生みながら

ほんとうはなにもわからぬままに

すべては流れてゆく

けれども気休めである理由をめぐり

あらゆる感情を色づかせながら

私は生きてゆくこともできるのだ

すべてをむなしい色に変えてしまったり

気休めそのものを生きがいにしたりもしながら

＊高知県室戸市・室戸岬にて

photopos-403
2015.10.14



photopos-404
2015.10.15

その声は
どこに届くか

彼方への
はるかな叫び

過去と未来と永遠と
まだ見ぬ楽園はどこにある

鳥は羽ばたくだろう
空は映しだすだろう
海は湛えるだろう

心は天地の曼荼羅
私は今ここにいる

＊高知県室戸市・室戸岬にて



星たちが生まれ

瞬きながら

消えてゆくように

どこから生まれ

どこへゆくのだろう

輪になり

輪になり

無数の輪になって

広がりながらとけてゆく

情念や言葉たち

photopos-405
2015.10.16

＊高知県日高村・めだか池湿地にて



白か
黒か
灰色か

そうではないだろう

光か
闇か
薄明か

いやそうではないだろう

天国か
地獄か
煉獄か

いやいやそうではないだろう

賛成か
反対か
中立か

そんなことなど知らぬ顔

名づける暇などあるならば
それらを串刺しみたらし団子
みんなまとめて食えばいい

photopos-406
2015.10.17

＊高知県日高村・めだか池湿地にて



photopos-407
2015.10.18

水と光の糸で
紡がれてゆく
織物のように

透明な絵具で
描かれてゆく
私の夢の絵は

魔法のように
静かに静かに
奏でられます

樹の音の如く
空の音の如く
魂の音の如く

＊高知県南国市十市・石土池周辺にて



photopos-408
2015.10.19

どうして光は
時を止めないのか

花はエーテルの香りを放ち
夢はひとときの幻を歌う

妖しき深みより浮かびくる
情念の泡を呼吸する者よ

合わせ鏡の無限のなかに
悲しきイデアを旅する者よ

うつしだされた無常のなかに
ひとときの永遠は見えるだろうか

＊高知市・牧野植物園にて



photopos-409
2015.10.20

心に寄せる
なみなみなみ
心を流れる
かわかわかわ
心を揺らす
かぜかぜかぜ
心にうつる
そらそらそら

私は何を
求めているのだろう
私は何を
恐れているのだろう

水面でゆれる
私という現れの
つかのまの
けれどひたすらの
愛しき心象風景

＊高知県室戸市・室戸岬にて



photopos-410
2015.10.21

魔法のような光が
私をとらえたとしても
私のなかに光がなければ
その光ははかなく崩れてしまう
幻でしかないだろう

私のなかに光の種があったとしても
その種を守り育てなかったとしたら
どんな光の世界にいたとしても
闇のなかを彷徨うしかないのだ

＊高知市・牧野植物園にて



photopos-411
2015.10.22

嵐の心のときにも
闇の心のときにも
それを見守っている私がいる

もう一歩も歩けないときにも
愛することさえできないときにも
いつでもともにいる私がいる

時のなかに縛られているときも
檻に閉じ込められているときでさえも
自由とともにいる私がいる

恐れることはない
悲しむことはない
永遠とともにいる私がいるのだ

＊高知県室戸市・室戸岬にて



photopos-412
2015.10.23

心に浮かぶ
よしなしごとは

波のように
泡のように

物狂しくも
あやしく

現れては消え
消えては現れ

そこはかとなく
時のはざまに

ゆれまどいながら
わたしをどこへ

連れ去ろうと
しているのだろうか

＊高知県南国市十市・石土池周辺にて



photopos-413
2015.10.24

悲しいときは悲しいように

うれしいときはうれしいように

心の色は水面にゆれて

魚になって泳ぎます

泳ぐ心は緑にとけて

光とともに遊びます

けれどもときには闇が来て

さまよいつづけて迷います

心の色に影が指し

千々に乱れて迷います

＊高知県南国市十市・石土池周辺にて



photopos-414
2015.10.25

風ふけば

心そぞろに

ふらふらら

水ながれ

心ながれて

ゆらゆらら

光てらし

心うつして

きらきらら

心の鏡に

うつろいゆく

つかのまの景色です

＊高知県南国市十市・石土池周辺にて



photopos-415
2015.10.26

夕暮れは寂し

されど暮れなずむ

光の深さよ

時の流れは儚し

されど去りゆく

景色の美しさよ

独りは寄る辺なし

されど歩みゆく

自由の誇らしき

＊高知市・夕暮れの久万川にて



photopos-416
2015.10.27

ついさっきまでいた
眠りの国のことが
もう思い出せなくなっている

私はだれと会っていたのだろう
何を話していたのだろう
思い出せそうでいて
どうしても思い出せない

水に流したい夢でもなさそうなのに
もう少しで手がとどきそうなのに
記憶は手の届かない場所へと旅にでて
いる

＊高知県南国市十市・石土池周辺にて



photopos-417
2015.10.28

水は何になりたいのだろう

樹になろうとしているのか

光は何になりたいのだろう

闇になろうとしているのか

風は何になりたいのだろう

空になろうとしているのか

人は何になりたいのだろう

星になろうとしているのか

神は何になりたいのだろう

人になろうとしているのか

＊高知県南国市十市・石土池周辺にて



photopos-418
2015.10.29

風の刻む精霊の文字は

水面を流れ波の歌となり

また風のなかに消えてゆく

私の刻む心の文字もまた

水面を流れ波の歌とともに

また風のなかに消えてゆく

消えていったものたちの住む国は

いったいどこにあるのだろうか

光はその国を知っているのだろうか

＊高知県室戸市・室戸岬にて



photopos-419
2015.10.30

わたしという謎のまえで

いつもたたずんでいる

わたしにどんな名をつけても

それはわたしではない

わたしにどんな肩書きをつけても

それはわたしではない

けれどもわたしが空をみる

するとそこにわたしがいる

わたしが水をみる

するとそこにわたしがいる

どんなところにもわたしはいる

わたしという謎のまえで

いつもわたしはゆれている

＊高知市・牧野植物園にて



photopos-420
2015.10.31

手をのばせば

届きそうなのに

どうしても届かない

記憶のなかに潜む

秘密の場所は

どこか懐かしい響きで

私を誘っている

あれはいつだったか

あれはどこだったか

夢ではないけれど

現でもない時空

もうすこしで

思い出せそうなのに

どうしても思い出せない

私の深みに眠る言葉

＊高知市室戸市・室戸岬にて



photopos-421
2015.11.1

聞かせておくれ

楽しかったこと

どんな時を過ごしたの

だれといっしょに遊んだの

話してごらん

苦しかったこと

どんなふうに感じたの

どんなことを学んだの

笑ってごらん

いつものように

悲しみさえも花にして

すべてを水とゆれながら

＊高知県南国市十市　石土池・石土神社周辺にて



photopos-422
2015.11.2

分けられないものが
分かれてゆく

空と大地は分かれ
昼と夜は分かれ
私と私でないものは分かれ

そうすることで
私は分かるのだけれど
それを超えてゆくには
むすびが必要になる

私は私でありながら
私ではないものでもあるような
そんなむすびが

変わりつづけることが
変わらないものへと
向かうことでもあるように

分かりつづけることが
分けられないままに
一なるものを現しますように＊高知県南国市十市　石土池・石土神社周辺にて



photopos-423
2015.11.3

激しく乱れるときは

どこまでも乱れるがいい

捻れ捩れ砕ければいい

光も闇もともどもに

奔流となればいい

静かな面となるときは

どこまでも鏡となるがいい

風ひとつ吹かぬままに

深い深い底まで見通せる

透明な鏡となるがいい

＊高知県長岡郡大豊町・ゆとりすとパークにて



photopos-424
2015.11.4

落ちてゆくのだ
ただ落ちてゆくのだ
われ先に踊るように
迸り落ちてゆくのだ

待てはしないから
じっと待てなどしないから
耐えきれない感情の門は
一気に開けられてしまう

そのときにはもう
いったいどこに向かっているのか
知るよしなどなく
ただ落ちてゆくことが目的になる

だれがそれを
受けとめてくれるのだろう
だれがその奔流を
癒やしてくれるのだろう

けれどその奔流も
やがては穏やかな流れになり
ゆったりと海へと流れてゆくのだ
みずからの出自を思い出すこともなく＊高知県長岡郡大豊町・ゆとりすとパークにて



photopos-425
2015.11.5

思いは決して消えない
妄想さえも

見えないところで
薄明の幻灯のように
ただよいさまよい

私のまわりを
くるくるゆらゆると
まわりつづけている

消えない思いは
ときに闇をまとい
私に覆い被さりもする

われらはおまえの子どもだ
おまえもまたこうして
われらとともにさまようのだと

闇をひらくには
光の子どもとともにあることだ

光をまえに闇の幻灯生物たちは
その姿を変えてゆくだろう

＊高知県長岡郡大豊町・ゆとりすとパークにて


