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photopos-151
2015.2.3

祈りのように
葉はゆれて

叫びのように
火は燃えて

水のあわいで
呼びあう天地

ああ　花はひらくか
ああ　むすびはあるか

人はなおも争い
人は傷つき祈るのだ

人は知らぬことを知らず
人は愛することを知らず

花になれず
樹になれず

ああ　渇くのだ
ああ　彷徨うのだ

祈りのように
葉はゆれて

＊岡山県新見市「鯉が窪湿原」にて



見えぬものを見る人よ

おまえの眼に映るものが

おまえに何を与えるのか

おまえから何を奪うのか

それを心して見ることだ

見えるものさえ見えぬ人よ

おまえは何を隠そうとするか

おまえが見ようとせぬことで

見えぬものは見えぬところから

おまえをねらっていることを知れ

＊岡山県倉敷市・某木材店にて

photopos-152
2015.2.4



木は年を刻み
人は魂を刻む

魂の年輪を刻むために
人はみずからを育てねばならぬ

かつて老いることは
魂の成熟でもあった

いまや智慧なき老いは
ただの風化でしかない時代

生まれ死に生まれ死につつ
われらは魂に光を刻まねばならぬ

魂に年輪を刻みつつ
光のほうへと歩まねばならぬ

＊岡山県・西粟倉村にて

photopos-153
2015.2.5



雪のいきものが

大地を泳いでいます

お菓子のように

ふわりふわり

けれど水をふくんで

さくさくざくざく

とけそうになると

また白い妖精が降りてきて

里はまだまだ

雪のいきものの世界です

＊岡山県・西粟倉村にて

photopos-154
2015.2.6



始めに
渾沌があった

渾沌は
形を成していった

魂の細胞が
魔術のように広がり

風と光のなかの
迷い雲のように

不安と
期待をゆらし

たえず
あらたな形を求め

はるか
見知らぬ場所へ

どこか
懐かしい場所へ

あらたな
始まりのために

＊岡山県新見市「鯉が窪湿原」にて

photopos-155
2015.2.7



深く深く
心の奥へ

懐かしい源へ
光を見つける旅へ

闇のなかでこそ
光は輝き出す

ゆらめきのなかでこそ
魂は静かに歌いはじめる

＊岡山県和気町自然保護センターにて

photopos-156
2015.2.8



森のコナラで
どんじゃらほい

星のような顔の
シイタケさんが

あちらこちらでにぎやかに
咲きそろっています

種が植えられる
冬の里山では

見えない姿の妖精が
手拍子足拍子で踊っているのでした

＊岡山県東区藤井・里山での椎茸の原木栽培
  （原木・コナラ）から

photopos-157
2015.2.9



水のキャンパスに

光で描かれた景色のなかで

わたしという現象と幻想は

幻灯のようにうつろいゆき

夕陽のなかを

ゆるやかに進みながら

やがてその姿は静かに

水の中にとけてゆくのでした

＊岡山県和気町自然保護センターにて

photopos-158
2015.2.10



荒削りな顔の森の語り部は

地水火風の言葉を輪に重ね

森の智慧を伝えてやまぬ

森を守る人よ　森を詠う人よ

物言わぬ語り部の言葉を伝えよ

智慧を重ね時を超えて伝えてゆけ

＊岡山県新見市森林伐採現場にて

photopos-159
2015.2.11



激しく
叫んでいるのか

奔放に
遊び笑っているのか

解き放たれ
歓喜しているのか

とどまることなく変わり続ける
激しい感情の姿のように

無数の飛沫となった水は
渦を巻きながら捻れ跳びはね

とどまることなく流れ流れ流れ
その姿を風のように踊らせている

photopos-160
2015.2.12

＊岡山県新見市「鯉が窪湿原」にて



水の面には魔物が棲む

水鏡は心して覗くことだ

そこに映るのは

己の隠された顔

己の隠された欲望

己の隠された自己嫌悪

鏡のなかに落ちる我という水滴が

水の面に拡がっては干渉しあい

ときに私の心を激しくかき乱す

＊岡山県和気町自然保護センターにて

photopos-161
2015.2.13



＊岡山県岡山市龍ノ口山にて

燃えているのは
夕陽の魔術です

ゆれているのは
水波の魔術です

消えてゆくのは
夜闇の魔術です

怒っているのは
感情の魔術です

走り出すのは
意志の魔術です

立ち止まるのは
思考の魔術です

あなたを見つめるのは
愛の魔術です

photopos-162
2015.2.14



光あれ！

すると光がありました

光は錦の言葉となって

次々と地上に降り注ぎました

龍たちはみずからが大地となり

川ともなって流れてゆきました

けれど龍たちは光の故郷を恋しがり

錦の姿で踊っては天に祈りを捧げるのでした

photopos-163
2015.2.15

＊岡山県岡山市龍ノ口山にて



夢の庭で増殖していく

水の細胞　風の細胞

言葉が生まれる前の

思考が形をとる前の

得体の知れない

どこか郷愁のものたち

欠損した現実をイマジネールに

克服しようとしているのか

欠損したファンタージエンに

アムリタを与えようとしているのか

私は夢と現の境にある眠りの縁で

増殖する細胞のように漂っている

＊岡山県岡山市龍ノ口山にて
（アムリタ：インド神話に出てくる不老不死の聖水）

photopos-164
2015.2.16



記憶のずっと奥のほうで
私を呼ぶ声がする

星たちの舞踏のように
夜の海で光る生き物のように

光のなかでは見えないけれど
闇のなかでは見えてくる

目を開ければ見えないけれど
目を閉じれば見えてくる

魂の奥で明滅し踊る
不思議文様の神秘文字

＊岡山県岡山市龍ノ口山にて

photopos-165
2015.2.17



たかがマナ識よ

されどマナ識よ

我はあるのか

我はないのか

されど思いは現象する

心の種はさまざまに

化学反応をくり返し

煩悩妄想乱れ踊り

何が見えるか

何が見えぬか

アラヤ識殿は化けてゆく

おまえはだれだ

こんな顔かい

振り向く顔はのっぺらぼう

photopos-166
2015.2.18

＊岡山県岡山市龍ノ口山にて
＊仏教の唯識思想において、「眼、耳、鼻、舌、身、意」の六識に対し、「マナ識」は七識、「アラヤ識」は八
識と呼ばれる。思量の働きをする「マナ識」（実体としての自我があると思い込む領域）が、一切の現象を起
こさせる可能性または能力を蔵する「アラヤ識」（「蔵識」とも）を対象として我執を起すとされる。



もくもくもく

わたしの水彩画は

雲のように

木のように

もくもくもく

獣になったり

魚になったり

鳥になったり

虫になったり

もくもくもく

あてどなく

ただよい流れ

ほっかりと

からっぽなあたまで

ただほうけているのでした

＊岡山県岡山市龍ノ口山にて

photopos-167
2015.2.19



photopos-168
2015.2.20

夢のなかでの戯れか

白昼現れし幻か

魔物が魅せる幻は

たとえば綾の錦の妖しの魚

異形の姿の生きものたちは

りゅるりゅるりゅると鳴きまする

そこにかしこに目を浮かべ

謎めき泳ぎ躍ります

泳ぎし姿は汝か我か

我は汝に汝は我に

いずれ分かたず溶け入りて

光のなかに消えまする

＊岡山県岡山市龍ノ口山にて



その黒羽は闇の者

あるいは太陽の三足烏

火の燃えさかる夕映えに

何処へ導きゆかんとす

その赤羽は火の鳥か

灰のなかから飛翔する

ゆれる水面のかぎろいの

赤と黒との不思議の魔法

＊岡山県岡山市龍ノ口山にて
＊三足烏（さんそくう）：中国神話に登場する烏で、太陽に住み、太陽を象徴する。日本では、八咫烏 ( ヤタガラス )
と呼ばれ、神武東征において神武天皇を導く。

photopos-169
2015.2.21



photopos-170
2015.2.22

天が恋しいか

目覚めた龍が慟哭する

暗く果てない地の底から

燃えあがるように水煙をあげ

帰らぬ悲しみの日々を憂えるのか

不在の故郷のまぼろしが悲しませる

のか

おおんおおんと地を轟かせ

銀の鱗を振るわせ激しく慟哭する

今こそ大地よ目覚めよ

光を縒り合わせ天へと結べ

＊岡山県岡山市龍ノ口山にて



心がからんと晴れたらいいのに

どこかに黒い雲が漂っている

なにも考えなければいいのに

どこかでなにかを気にしている

きみが好きそれだけにしたいのに

どこかでなにかがじゃまをする

やりたいことだけをしたいのに

気がつけばやりたくないことばかり

思ったとおりの世界だったらいいのに

でもそんな世界にぼくはいたくない

心はからんとは晴れないけれど

ぼくのなかの黒い雲は何かを教えてくれる
＊岡山県岡山市龍ノ口山にて

photopos-171
2015.2.23



光のなかでは

光は見えない

闇のなかでは

闇はみずからを知らない

見るためには

光は闇を通らねばならない

みずからを知るために

闇は光を受けねばならない

光を受けた闇は

みずからが光であることを知る

＊岡山県和気町・自然保護センターにて

photopos-172
2015.2.24



photopos-173
2015.2.25

空のなかで生まれる心が

広がる水のように流れ

午睡の夢のなかに溶けてゆきます

思い出は水彩画のように

光と闇のうつろいのなかに浮かんでは

夢の向こうへと姿を消してゆきます

そして欠片になった夢の名残が

空を映す水の面でゆれて

静かに静かに風が渡ってゆきます

＊岡山県倉敷市・酒津公園にて



photopos-174
2015.2.26

心のなかでさざめく

光のいきものたちと

影のいきものたちの

せめぎあいのように

ゆるゆるざわざわと

ひとつの思念が現れ

また別の思念へ移り

その繰り返しのなか

伸びては拡がり縮み

白昼夢は浮かび消え

現か夢かも分かたぬ

心の現象の不可思議

＊岡山県岡山市龍ノ口山にて



photopos-175
2015.2.27

なにも考えないでいようと思うと

考えないという考えを笑うように

別の考えがとめどなくやってくる

なかには愛想のいいやつもいるが

なかにはたちの悪いやつもいたり

無念無想というのはどこへやらで

想念の生きものたちの相手をして

一日を過ごすことになりかねない

集中して考えようとするときにも

想念の生きものたちが続々生まれ

増殖し化けものになったりもする

とかく考えるということは難しい

考えないも考えるも気にしないで

ただ空を眺め水を眺めるのがいい

＊岡山県岡山市龍ノ口山にて


