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photopos-76
2014.11.14

夢のなかで
獣たちは静かに
草を食んでいた

どこか遠い場所へ
どこか懐かしい場所へ

夢は帰っていったのだろうか
永遠を静かに食んでいた

＊蒜山大山スカイライン「鬼女台（きめんだい）」近くにて



2014.11.15

炎のように
空へむかって

燃えながら
燃えながら

黄色い落下傘部隊は
降り落ち
降り落ち
敷きつめられてゆく

ほんとうの戦いは
ここからはじまる

見えない姿となって
新生してゆくのだ！
冬ざれをこえて

photopos-77

＊岡山県真庭市にて



photopos-78
2014.11.16

ゆれているのは
あれは水の心なのです

心に映し出されているのは
あれは記憶の模様なのです

記憶は連なりつながって
縷々縷々と物語を紡ぎつづけ

私という幻灯機は
まわり続けているのです

＊岡山県和気町にて



photopos-79
2014.11.17

風のない夕暮れ
祈りの色は静かに広がり
やがて青い闇へと融けてゆく

水鳥たちの夢は
どこへ帰ってゆくのだろう
故郷の大地か
大陸を吹き渡る風か

わたしの夢は
どこへ帰ってゆくのだろう
青い闇の深い深い底にある
記憶の彼方に広がる楽園か

＊島根県松江市・宍道湖の夕景



photopos-80
2014.11.18

＊島根県松江市「珈琲館」店内より宍道湖の夕景を臨む

目覚めと夢と深い眠りのあいだで
私の窓の映し出す景色は
混ざり合って融けてゆく

たそかれの青の
水の玻璃の鏡の
光の夢の破片の
nowhere の内に

静かに浮かんでくる
遠い遠い記憶の片隅の
懐かしい小さな絵模様



photopos-81
2014.11.19

＊島根県松江市宍道湖近くにて・雁の飛翔（雁の枕詞は「遠つ人」）

あはれ
空の遠さよ

時を超える
翼はないか

あはれ
永遠の遠さよ

わが魂を運ぶ
翼はないか



photopos-82
2014.11.20

＊岡山県立森林公園にて
＊「ねえ君、不思議だと思いませんか」（寺田寅彦）

【リョウブ】リョウブ科リョウブ属 ( 落葉高木 )
落葉樹林帯で尾根筋などのやや乾燥したところに生える。樹皮は薄く剥がれ、不規則な薄片状になっ
てはがれ落ち、サルスベリの樹皮に似た独特のまだら模様（斑紋）となる。
リョウブの名は、「令法（りょうぼう）」（平安時代、農民に対し飢饉の際の救荒植物として、リョウブ
の植栽および葉の採取と貯蔵を命じた「令法」）から転じたといわれている。

【キリンの斑論争と寺田寅彦】
寺田寅彦が亡くなる２年前（昭和８年），岩波書店が発行する雑誌『科学』で，寺田の弟子、平田森三
博士が，「キリンのまだら模様と地面の割れ目模様はどこか似ている．これは単に似ているだけでなく，
もっと深いところで何か関係があるのではないか」と問題提起したことが発端で起こった論争。

キリンのような
まだらの模様

似ているけれど
違っている
違っているけれど
似ている

同じものを
違う目で見るか
違うものを
同じ目で見るか

「ねえ君、
不思議だと思いませんか」
謎を前にして
わたし自身が謎になってゆく



photopos-83
2014.11.21

＊広島県比婆山にて

ほうぃ　ほうぃ
おまえは　どこへ
行こうというのだ

樹は問いかけてきた
風のように
不思議な声で

ほうぃ　ほうぃ
おまえのなかの
ほんとうの時間を探すことだ

ほうぃ　ほうぃ
どこにもないが
どこにもある永遠の時間を



photopos-84
2014.11.22

【立烏帽子山（たてえぼしやま）の「条溝石」・烏帽子山の「出雲烏帽子岩」ほか】
・《条溝石》広島県の北東部にある比婆山連邦の最高峰「立烏帽子山」（1299m）の山頂付近にある巨石。
・《出雲烏帽子岩》島根県に接する烏帽子山の山頂にある不思議な形の石
＊岩の前に置かれた条溝石について案内文から

「比婆山一帯には、人工的に刻んだとも思われる不思議な巨石が数多く発見されている。この謎の巨石には、幅５
〜１０㎝、深さ２〜５㎝の溝が真っ直ぐに比婆山御陵をさしていることがはっきりわかる。自然の摂理によるも
のとも、御陵にかかる古代信仰の名残、呪術習俗の跡とも言われているが、はっきりしたことはわからない。」

見守るために
悠久の時が必要ならば
私は石となろう

見守るために
確かな眼差しが必要ならば
私は頂に立ち続けよう

見守るために
無私の愛が必要ならば
私は死を越えてゆこう

見守るために
いつまでもずっと
あなたを見守るために



photopos-85
2014.11.23

＊岡山県玉野市深山公園の池に映る山影

水に映る
影のパレットから
ゆらゆらと
光の色が流れだす

水の魔術師たちが
光と影を操りながら
夢と現のあいだへと
私を誘っているのだ

生まれては消え
消えては生まれてゆく
光と影の精霊たちよ
私という鏡のなかで
しばし遊んでゆくがいい



photopos-86
2014.11.24

＊岡山県玉野市深山公園にて

森を歩けば
その声が聴こえる

夢見る必要はないだろう
ただ魂の扉を少しひらくだけ

扉の向こうでは
ほら精霊たちが踊っている

かつてあなたとともにいたものたち
いまもあなたのなかにいるものたち

忘れ去って久しいものたちとともに
不思議な時間が流れはじめる



photopos-87
2014.11.25

＊岡山県玉野市深山公園にて
＊「裏を見せ表を見せて散る紅葉」（良寛）

光のときは
光のなかで

闇のときは
闇のなかで

裏を見せ
表を見せて
散る紅葉

無常のときは
無常のなかで

永遠のときは
永遠のなかで

刹那と永遠を
くるくると
舞い踊りながら



photopos-88
2014.11.26

＊車窓に映る雨の景色より

天の涙の
玻璃のなか

映る模様の幻灯に
心の形崩れて流る

ひととき浮かぶ滴のなかに
しばしとどめよ記憶の影絵

悲しきことは悲しきように
楽しきことは楽しきように



photopos-89
2014.11.27

大地の絨毯
踏みしめ歩く

枯葉のおんがく
かさこそかささ

どんぐり落ちて
ばらばらばさり

森はにぎやかな音楽会
冬鳥たちも踊りま



photopos-90
2014.11.28

＊岡山県和気郡和気町「岡山県自然保護センター」にて
＊水鳥はカイツブリ（冬羽）

鏡のようなひかりのなかに
山や野原の色がみんな集まりました

空のようなひかりのなかに
こころがひとり泳いでゆきます

こころはみえないけれど
その旋律はきこえないけれど

鏡のようなひかりのなかでは
たしかにたしかに
その跡がしるされてゆくのでした



photopos-91
2014.11.29

＊広島県比婆山にて

銀のひかりの
野山をゆけば

雲のダンスの
舞台の下で

すすきは静かに
さらさらゆれて

月はぽっかり
そ知らぬ顔さ



photopos-92
2014.11.30

【立久恵峡（たちくえきょう）】
島根県出雲市の南部・神戸川（かんどがわ）上流 2 キロメートルに亘る峡谷。
奇岩、柱石、老松古木が岩肌にからむ渓谷美は「太古の仙境」とたたえられている。
＊「どうしようもないわたしが歩いてゐる」「うしろすがたのしぐれてゆくか」（種田山頭火）

ただ立ちつくすことしかできないとしても
それもひとつの恵みであることを
知らねばならないだろう

わたしの後ろには
黙したまま見つめている
もうひとりのわたしがいる

歩きはじめるためには
その前でみずからを
問い続けなければならない

どうしようもないわたしが歩き
後ろ姿がしぐれてゆくだけだとしても



photopos-93
2014.12.1

【雄町の冷泉・おまちアクアガーデン】
岡山市雄町にある日本名水百選に選定され
ている冷泉。岡山市内を流れる旭川の伏流
水が湧出している。1686 年（貞享 3 年）、
岡山藩主池田光政が、池田綱政に命じて井
戸を整備させて御用水として使われていた
もの。現在、雄町の冷泉からは水をくむ事
ができないため、雄町の冷泉の近くに「お
まちアクアガーデン」が整備されている。

ひとすくいの水をください
大地から湧き出る
ひとすくいの水を
この渇いた喉を潤すために

ひとすくいの叡智をください
天空の星々から降り来る
ひとすくいの叡智を
この盲いた額を潤すために

ひとすくいの愛をください
神々の言葉から湧き出る
ひとすくいの愛を
この飢えた魂を潤すために



photopos-94
2014.12.2

＊岡山県を流れる旭川にて。吉井川・高梁川と並び岡山三大河川の一つ。

川が流れているのか
私が流れているのか

光のなかをゆれている水よ
光のなかをゆれている私よ

海が恋しいなら海へ
空が恋しいなら空へ

天地のめぐりのなかで
はるかに旅する者として



photopos-95
2014.12.3

＊岡山県総社市ヒイゴ池湿地にて

試練のなかで
魂は結晶するだろう

けれど魂は
静かに待っているのだ

秘やかに
熱を保ちながら

やがて融け出す時を
新たな旅へと向かうために



photopos-96
2014.12.4

【旧羅漢山（きゅうらかんざん）】
標高 1,334m。西中国山地の最高峰である恐羅漢山（おそらかんざん／標高 1,346.4m）の南南西に位置し、恐羅漢山と双耳峰
をなしている。山頂には巨石群があり、山頂西側の岩場からは西側に展望が開け、寂地山、安蔵寺山および益田方面の日本海ま
で臨むことができる。
＊「夏草や兵どもが夢の跡」（芭蕉）

はるか過ぎ去ったことは
だれも知らない

物語はつくられるかもしれないが
それはまた別のこと

顧みられることが夢ではないとすれ
ば
廃墟は夢の跡にすぎない

私の小さな夢の跡もまた
やがて忘れ去られ廃墟となる

それでいいのだそれで
私の夢はもうそこにはないのだから



photopos-97
2014.12.5

＊冬の線香花火。
「牡丹」「松葉」「柳」「散り菊」は線香花火の４つの段階。
＊寺田寅彦の随筆「線香花火」にある、「この線香花火一本の燃え方には「序破急」があり、「起承轉結」があり、詩があり、音樂がある」、

「このおもしろく有益な問題が、從來、誰にも手を着けられずに放棄されてゐる理由が、自分にはわかりかねる」ということから、
弟子たちと夏休みに実験をした話が、中谷宇吉郎の随筆「線香花火」に書かれている。そのなかに、寺田寅彦が中谷宇吉郎に宛
てた手紙の一節が次のように紹介されている。「線香花火の紹介がベリヒテに出て居りますね。“Matuba”Funken や“Tirigiku”
Funken が欧羅巴迄も通用することと相成り、曙町の狸爺、一人でニヤニヤして居る姿を御想像被下度候」。（Funken はドイツ語
で火花の意）

牡丹　松葉　柳　散り菊
牡丹　松葉　柳　散り菊

激しく火花を散らす
松葉の狂おしい恋よ

静かな死へと向かう
散り菊の悲しい祈りよ

消えないように
消えないように

その願いは
はかなくも消え

やがて闇のなかからそっと
見えない秘密の光が顕れてくる



photopos-98
2014.12.6

＊１２月５日にオープンしたばかりの「イオンモール岡山」にて

その光は何を照らしているのか
群れのなかに生きようとする者か
むしろひとりになろうとする者か

人はどこからともなく集まり
どこへともなく立ち去り
光はただ闇にきらめき続けている

それは祈りなのかもしれない
自分では気づかないでいる
我のなかで我を忘れようとする儀式

けれどそのはかない祈りは
どこにも行き場を見つけられずに
人混みのなかをたださまようだけ



photopos-99
2014.12.7

【奥津渓】岡山県・苫田郡鏡野町
吉井川の源流に臨み、花崗岩の柱状節理・板状節理と侵食の美より成る延長３ｋｍにも及ぶ渓谷。川床の岩盤にできた臼淵の甌
穴群は全国的にも貴重で、50 万年前に形成されたものもあるという東洋一の甌穴。

偶然という名の必然が
その姿をつくりあげる

大地も星も
そしてわたしも

はるかはるかはるか
永い永い永い時を経て

この偶然という名の必然が
わたしをあなたに出会わせる

時空の経糸と緯糸が
一度だけ確かに交わるように



photopos-100
2014.12.8

＊愛媛県四国中央市土居町関川の河原の愛すべき石ころたち〜２ショット・ヴァージョン

ひとりはふたり
ふたりはひとり

うちゅうというひみつ
わたしというひみつ

さんにんはひとり
ひとりはさんにん

なかよしでも
なかたがいしても

あいはえいえんに
わたしのなかで

わたしはえいえんに
あいのなかで


