
神秘学遊戯団

2015.1.10 〜 2015.2.2

photopos 6
【神秘学ポエジー〜風遊戯　第１２集】

photo ヴァージョン



photopos-126
2015.1.10

光の舟を　漕ぎ出せば

いのちの光　連なりて

闇の面を　被いゆき

心の粒は　金銀珊瑚

色とりどりに　跳ね踊る

ひとときの　つかのまの

水と光の　照明です

＊岡山県倉敷市酒津公園にて



photopos-127
2015.1.11

手を伸ばせば

すぐに手が届きそうなのに

どうしてもふれることができない

近くを遠くに

遠くを近くにしながら

不思議のヴェールがゆれている

あれは遠い過去のことだったのか

それともはるかな未来のことなのか

夢はさだめなく浮かび消えまたむすばれる

＊岡山県倉敷市酒津公園にて



photopos-128
2015.1.12

気体は液体に

液体は固体に

水は闇を抱え

鈍い泥のように

そのからだをねじらせる

固体は液体に

液体は気体に

闇は闇のままではいられない

やがて光の粒子を受けて

水は光へと流れてゆく

＊岡山県倉敷市酒津公園にて



photopos-129
2015.1.12

わが幻はその夢を

生きる刹那の迷いごと

色は流れて姿を変えて

顕れ消えてまた浮かぶ

他界の声か彼方の歌か

祈りの言葉はるかに聞こゆ

神秘の文字か風の悪戯（いたずら）

水の流れの絶えせぬままに

＊岡山市龍ノ口山にて



photopos-130
2015.1.13

樹を見れば樹となり

空を見れば空となり

水の面の鏡の絵文字

ゆらゆらゆれゆれて

縺れる夢の光と影の

青き紗幕のその奥に

映る景色の怪しさよ

＊岡山県和気町「岡山県自然保護センター」にて



photopos-131
2015.1.14

天の涙の
滴が落ちて

水の宇宙に
波紋を広げ

星の軌道の
輪のように

光と影を
戯れ描き

おぼろおぼろに
かすんでとけて

静かに遠く
波紋も消えて

いつしかやがて
癒える悲しみ

＊岡山県和気町「岡山県自然保護センター」にて



photopos-132
2015.1.15

落とした光は
金の砂
それとも
銀の布

いいえ
私の落とした光は
ただの
灰の糸

正直者よ
金の砂
銀の布を
授けよう

ひとときの
光の魔術で
水は笑顔を
燦爛させるのでした

＊岡山県和気町「岡山県自然保護センター」にて



photopos-133
2015.1.16

二つの心が
おりました

黒い心と
茜の心

水の面で
立ち話

黒い心は
不安の話

茜の心は
情熱の話

話はなかなか
かみあわず

たがいを
避けてゆきました

けれど二つは同じ種
そこから育った光の子ども

やがて静かに闇の中
はかなくとけてゆきました

＊岡山市「龍之口山」にて



photopos-134
2015.1.17

ゆるゆると
水の流れるごとく

ときに光に身を躍らせ
ときに闇にたゆたい

ときに静かに道をゆき
ときに激しく声をあげ

咲く花のように
降る雨のように
吹く風のように
導かれるままに身を委ね

不思議の色に我を忘れ
限りなく形を変容させ

姿ありて姿なく
声ありて声なきままに

こころは永遠を旅し
深い存在の神秘とともに＊岡山市「龍之口山」にて



photopos-135
2015.1.18

まつぼっくりが
さいたとさ

ちいさなおしろに
さいたとさ

かさかさかさかさ
さいたとさ

いろんなかおして
さいたとさ

うめでひらいて
まつでおさめて

まつのせかいが
さいたとさ

ぼっくりぼっくり
さいたとさ

＊高松市　高松城跡・玉藻公園「松ぼっくりツリー 2014」より
＊大本神諭〈天の巻〉より「三ぜん世界一度に開く梅の花、艮（う
しとら）の金神の世になりたぞよ。梅で開いて松で治める、神国
の世になりたぞよ。」
＊「まつぼっくり」の歌「まつぼっくりが　あったとさ／高いお
やまに　あったとさ／ころころころころ　あったとさ／おさるが
ひろって　たべたとさ」



photopos-136
2015.1.19

石を積む人ありて
そこに時は流れる

聖なるものを求めて
人は石を積みもするという

たしかな礎を
心の礎にするというのか

けれど石だけが残り
人はそこから去りもする

人は石を積み
何を積んでいるのだろう

時を超えて
人を超えて

＊高松市　高松城跡にて



photopos-137
2015.1.20

＊高松市　高松城跡にて

魂にも木目があり
年輪が刻まれている

年の数だけ
育ってゆくけれど

どこでどう切れば
どんな形になるのか

節目あり
流し目あり

魂はなかなかに
一筋縄ではいかないらしい

わが魂の目は
いったい何を見てきたのか

ふとそんなことが
気になってしまう



photopos-138
2015.1.21

水のなかから

生まれた龍は

炎の姿で踊ります

光を纏って流れます

炎はつながり交わって

歓喜の声をあげながら

踊って流れてゆきました

やがていのちの尽きるまで

＊岡山市「龍之口山」にて



photopos-139
2015.1.22

風が渦を巻き

水が渦を巻き

星が渦を巻き

銀河が渦を巻き

命が渦を巻き

魂が渦を巻き

渦巻きはどこからきて

どこへ向かっているのだろう

上昇し下降しつづける

無限音階のように

数限りない渦巻きは

万象を奏で続けている

＊岡山市「龍之口山」にて



photopos-140
2015.1.23

光を見るためには
光をもたねばならない

光をもつためには
闇をもたねばならない

闇のなかで
光を求めねばならない

光を求めるということは
大いなる供儀がそこにあるというこ
とだ

光あれ
すると光があった

闇は光を止められない
闇こそが光を求めているからだ

＊岡山県和気町「岡山県自然保護センター」にて



photopos-141
2015.1.24

言葉にならないもやもやは

まるで小さな生き物か

墨絵流しかなにかのように

流れねじれてゆきながら

なにをか告げんとするのだが

忘れた夢の欠片のように

浮かび消えてはまた浮かぶ

＊岡山県和気町「岡山県自然保護センター」にて



photopos-142
2015.1.25

なみなみなみなみ

なみの細胞があつまって

なみなみなみなみ

なみの鼓動がおんがくに

なみなみなみなみ

なみの版画もゆれてます

なみなみなみなみ

なみのカラダがおどります

なみなみなみなみ

なみのココロがうたいます

なみなみなみなみ

なみのイノチがいのります

＊岡山県和気町「岡山県自然保護センター」にて



photopos-143
2015.1.26

岩を流れる

泡のあわいの

うつろいのなか

泡は生まれて

たえまない息

つかのまの歌

彼方より来たりて

彼方へと去る

わが泡のあわいよ

＊岡山県和気町「岡山県自然保護センター」にて



photopos-144
2015.1.27

風の息を受けると

水の精は心ざわめき

魚のように

鱗を生やしてしまうのです

魚にはなりたくない

そう思いながらも

光の矢を受けて

鱗は金色に輝くのでした

水の精はきらきら光り

水と魚のあいだを

ゆらゆらきらきら

ゆらゆれゆらゆれ光ります
＊岡山県和気町「岡山県自然保護センター」にて



photopos-145
2015.1.28

妖しの者よ

我を呼ぶのは汝か

光と影の神秘文字よ

真の我が名を記せ

水の森の奥に見える

月のような光を辿ると

夢のなかの夢のように

鏡のなかの鏡のように

二重写しの我が

じっと我を見ているのだ

＊岡山県新見市「鯉が窪湿原」にて



photopos-146
2015.1.29

鏡よ鏡よ　鏡さん

世界の秘密を　映しておくれ

私の秘密を　映しておくれ

綺麗は　汚いに　映り

汚いは　綺麗に　映り

生きることは　死ぬことに　映り

死ぬことは　生きることに　映り

高天原は　根の国に　映り

根の国は　高天原に　映り

わたしは　あなたに　映り

あなたは　わたしに　映り

ゆらゆれ　ゆらゆれ　鏡のなかに

見える秘密を　映しておくれ＊岡山県新見市「鯉が窪湿原」にて



photopos-147
2015.1.30

異形のものたちよ

みずからの姿を水鏡に映して

そこに何を見ているのか

ナルキッソスはみずからを恋したけれど

おまえたちはみずからを映し嘆いているのか

それとも異形の姿をあえて引き受けようとするのか

みずからの異形に気づき

鏡を磨くならば幸いである

異形ゆえに魂は天に抱かれるであろう

みずからの異形に気づかず

鏡を曇らせることは災いである

その魂さえも異形となり果てるであろう
＊岡山県新見市「鯉が窪湿原」にて



photopos-148
2015.1.31

もつれ　よじれ　からまり

ながれ　ゆれて　まじわり

ゆめの　かなた　あてなく

まよい　なやみ　さまよい

さがし　もとめ　はてなく

そっと　なみだ　ぬぐい

たどり　ついた　はてに

やがて　みえる　ひかり

もつれ　とけて　ひろがり

ゆるり　のびて　ただよう

＊岡山県新見市「鯉が窪湿原」にて



photopos-149
2015.2.1

夢からさめると

ぼくたちのこと忘れてしまうでしょ

夢のなかで出会った

夢の生きものたちは笑うのだ

　（夢の時は夢の時）

　（現の時は現の時）

　（ねじれあいすれちがう）

でもぼくたちはいつもいっしょにいて

ぼくたちの種をきみは育ててくれているんだ

　（夢の種は現へ）

　（現の種は夢へ）

　（うつりあい育てあう）

夢のなかで描いている絵のことを

すっかり忘れていたようだ

色や形のたえまなく変わり続け流れる

夢の生きものたちの絵姿を＊岡山県新見市「鯉が窪湿原」にて



photopos-150
2015.2.2

うるはしき　ひかりにみちて

かぜさそふ　みずのおもてに

われをみんとて　みずががみ

ゆめとうつつの　あはいをうつし

うつせみを　うしとおもへば

うつしみの　むなしきすがた

うつせみを　いとしとおもへば

うつしみの　たのしきすがた

ゆららに　なびく　みずかがみ

さやけく　うつろふ　みずのおもてに

＊岡山県新見市「鯉が窪湿原」にて


