
 
 
 
 
 

⻄村和⼦先⽣と⾏くフランス俳句紀⾏再び 
  



すずかけ句会（パリ） 
2019 年 5 ⽉ 14 ⽇ 

 
⻄村和⼦ 
⾼橋桃⾐、三⽯知左⼦、⽉野⽊若菜 
國司正夫、くにしちあき、北原ちづこ  
 

北原ちづこ 記 
 

5 ⽉ 8 ⽇、⼀⾜先にパリに⼊った私は、まるで⽇本の梅⾬のような連⽇の⾬に辟易してい
た。おまけにとても寒いのだ。旅⾏メンバーの皆で交わしていた LINE では、オーバー、タ
イツ、ダウン、などの⾔葉がとびかっていたが、和⼦先⽣始め晴⼥、晴男がほとんどの“俳
句ご⼀⾏様”がパリに到着した 5 ⽉ 13 ⽇の⼣⽅は久しぶりのお⽇さま。幸先の良いスター
トとなった。 
翌朝は、ホテルにほど近いチュイルリー公園を、それぞれが散歩。句作りに向けてのウォー
ミングアップを済ませ、午後 1 時過ぎにホテルロビーに集合。いよいよ、フランスでの第⼀
回句会に向けて出発である。 
 
句会場を提供してくれた、私の友⼈マギーは 20 区のペールラシェーズ墓地の近くに住んで
いる。メトロ 3 号線のガンベッタ駅から地図を⾒ながら歩くこと 5 分。駅前の商店街の太
い道を進み、横道に⼊って階段を上ると、⼀気に景⾊は住宅地になった。彼⼥の住む⼆重に
施錠された⾨扉を持つ⽐較的新しい建物（と⾔ったって、1960 年代だと想像）はそこにあ
った。 
句会参加者は、マギーが属している《すずかけ》という婦⼈団体の会員 10 数名と私たち 7
名である。 
《すずかけ》は、1978 年に、当時、（夫の）⽇本駐在を終えてフランスに帰国した⼥性たち
と、夫の転勤に伴ってフランス（パリ）に住んでいる⽇本⼥性が、両国の⽂化交流と親睦を
⽬的として集まったことに端を発する。もともとは、東京で 1975 年に創設された、同じ⽬
的を持つ《フランス語婦⼈会 Les Amies de Langue Française》の会員がたまたまパリに転
居（帰国）したということで、「またグループ作りましょう」ということになったのである。
私は、おそらく当時⼀番若い会員だった。 
2001 年から再びパリに駐在した私（結構“偉い”会員となっていた！）は、⼤きく成⻑した
《すずかけ》に再⼊会、さまざまな活動の中でも特に「読書グループ」を楽しんだのだがマ
ギーとはその時以来の友⼈である。 
 



こういった事情であるから、《すずかけ》の仏⼈会員は、⽇本が⼤好きな⽇本通であり、⽇
本語を理解する（使いこなす）⼈も少なからずいる。しかしながら、皆さん、こと俳句に関
しては、「教養として知ってはいるけど」という程度で、作ったこともなければ、「句会」と
いうものの意味もご存じなかった。そこで、今回は『俳句との出会い』というタイトルで声
がけをして「句会の楽しみを知っていただく」ことを⽬的とした。しかし⼀⽅、「句会参加
者は必ず 2 句作ること。投句しない⼈はオブザーバー」という和⼦先⽣の“厳しい”条件が付
され、4 ⽉中に、⽇本の私のところに届いた作品は 22 句にとどまった。 
 
当⽇の句会では、あらかじめ寄せられた皆さんの句を無記名でアットランダムに並べた「選
句⽤紙」（⽇本で準備しておいた）をすずかけメンバーに配り、和⼦先⽣の「句会とは」と
いう説明（ちあきさんの通訳）を織り交ぜながら、選句⇒披講⇒名乗りの過程を楽しんでい
ただいた。知⾳メンバーも、出発前に出来上がっていた⽇本語訳を⾒ながら選句（⾃分たち
の作品はないが）に参加し、「選んだ句を⼤きな声で読み上げる」という披講のお⼿本を⽰
すことができた。 
静かに、⼀⾔も発せずに、真剣な表情で選句⽤紙を⾒つめていたすずかけの皆さん、まるで
試験中のリセエンヌのようで可愛らしかったが、披講を終えて、天盛り結果を踏まえての
“選評”“討論”になったら、とっても活発。 
さすがフランス⼥、黙っちゃいない！ 
和⼦先⽣による皆さんの作品（⽇本語訳）の講評も⾏われ、「五感の⼤切さ」や「句で何を
表現するか」「句のどこに着⽬するか」ということも学んでいただけたと思う。 
最後に、私たち 7 名がフランスに来てから作った句を⼀句ずつ⽇本語、フランス語で朗詠
して「句会」は終了した。 
 
マギーを始めすずかけメンバーの⼼づくしのお茶とお菓⼦をいただきながら、しばらく歓
談。マギーのサロンの調度（なんとも美しく⽇本や東洋のものが飾られている！）や、テラ
スの⼩さなつくばいに感激しながら、パリを俯瞰した。 
 
すずかけメンバーに差し上げるつもりで私たちは⽇本から⼩さな⾊紙を持って⾏ったが、
お茶の後はその⾊紙に何を書くか、で、“⼤揉め”。すずかけは、「⾃分たちの句を⽇本語に
したものをさらさらと墨で書いてほしい」と⾔い、「⾊紙の表には“⾃分のもの”しか書けな
いのだから、それなら⾃分で書きなさい」と和⼦先⽣。「表にフランス語を書くなら花⽂字
とか使って美しく書きたいから、たくさんの時間が必要。⽇本⼈みたいに、墨でさらさら、
なんて無理！」とすずかけ。結局、⽩紙の⾊紙をそのままあげて、裏に、墨で⽇本語訳を書
いてあげて渡した。 
 
実は、句を提出していなかったオブザーバーすずかけメンバーも数名参加していたのだが



（その割には、しっかり“討論会”には加わっていた！）、散会間際には彼⼥たちも「こんな
句を作ったけれど、これでいいかしら？ ⾒てくれるぅ？」と。そして、《すずかけ》の副
会⻑を務めるエリアーヌが、「これからはたまに句会をしようかしら」と⾔うと、すかさず
誰かが「季節ごとね！」 
（あらら、本当に実⾏したら、結構忙しいことだわ・・・） 
 
外国で、こんなふうに俳句が広まっていくのは本当に嬉しいことだ。フランス語、英語、⽇
本語、⾝振り⼿振りで⼀⽣懸命俳句の魅⼒を語り合った 5 ⽉ 14 ⽇は、すずかけメンバーに
とっても忘れられない⼀⽇となったに違いない。私たちにとっても、“俳句の⼒”を再認識で
きる素敵な集まりであった。 
 
⾼得点の句 
（6 点） 
Oh doux mois de mai                                             
Couchée Dans lʼherbe embaumée                                
Eveillée, je rêve              MARIANNE 
⽢やかな五⽉ 
⾹しき草に寝ころび 
⽩⽇夢                  マリアンヌ 
 
（5 点） 
En vain, l'ai cherchée  
Entre les deux tours, dressée,  
Mon coeur a pleuré            MAGUY 
無駄に探し続けた 
⼆つの塔の間を 
泣きぬれながら              マギー 
 
（5 点） 
Soleil de midi                                                                                       
Sont les oisillons ravis                                                                               
Envolés du nid               ELIANE 
真昼間の太陽 
ひな⿃勇み⾶び⽴つ 
巣を離れ                エリアーヌ 
 



当⽇の⼀句（⽇本語訳による ⻄村和⼦選） 
 
Timides morilles                                                                    
A lʼombre des merisiers    
Délices des papilles        Maguy 
秘めやかに編み笠茸 
⽩樺の陰に 
味蕾の悦楽 
 
Un seul brin suffit                                                                                   
pour une année de travail                                                                            
La vie nous sourit         Marie-Florence 
若⽊が⼀本育てば 
⼀年⼿をかけて 
⼈⽣は楽しい 
 
Au bois le muguet 
Subtil parfum de bonheur 
Joli mois de mai          Elisabeth 
森の鈴蘭 
幸せの細やかな⾹り 
美しい五⽉よ 
 
Mai est arrivé ! 
Timide brin de muguet  
Sentiers embaumés !         Mary Jane  
五⽉来る 
臆病な鈴蘭の芽よ 
⾹しき⼩道よ 
 
Jaune mordoré  
Colline aux mimosas 
Parfum de bonheur         Eliane 
⻩褐⾊の 
ミモザの丘よ 
幸せの⾹りよ 



Oh doux mois de mai                                             
Couchée Dans lʼherbe embaumée                                 
Eveillée, je rêve           Marianne 
⽢やかな五⽉ 
⾹しき草に寝ころび 
⽩⽇夢 
 
Rayons de soleil 
Clair de lune 
Deux ou trois nuages.        Roselyne 
太陽の光 
⽉の光 
そして雲⼆つ三つ 
 
Cruelle morsure des Saints de glace :                                   
Mère Nature pleure                                                                                 
Ses enfants mort-nés"         Anne-Marie 
氷の聖の残酷な傷 
⺟なる⾃然は嘆く 
死産の⼦らを 
 
Au printemps la lumière                                         
A prendre à la nuit                                                       
Le temps est coutumière       Colette 
春には光 
夜にまとえ 
時はいつもどおり   
 
5 ⽉ 4 ⽇ 
私は⽣まれ 
⽗は逝く              美枝⼦（すずかけ⽇本⼈メンバー） 
 
知⾳メンバーの句 
 
鴨の雛パリの⽔より他知らず     和⼦ 
Bébé col-vert 



Tu ne connai  
Que lʼeaux de Paris          
 
鳴き声は世界共通巣⽴鴨       桃⾐ 
Mais cʼest pareil 
Dans le monde entier 
Les cris de canetons 
 
噴⽔のしぶき巻⽑に縮⽑に      知佐⼦ 
La fontaine 
Gicle lʼeau 
Aux boules, aux cheveux frisés 
 
教室を出で緑蔭の授業かな      若菜 
Sortons de la classe 
Pour cours  
A lʼombre dʼarbre 
 
バゲットとカフェオレの朝パリ五⽉  正夫 
Petit déjeuner 
En baguette et café au lait 
Cʼest Paris en mai 
 
オルセーの時計は⼗時⾵薫る     ちあき 
Lʼhorologe dʼOrsay 
Montre 10 heurs 
Le vent parfumé de mai 
  
屋根裏に鳩の声して聖五⽉      ちづこ 
Sous les combles 
Ecoute la voix de colombe 
Joli mois de mai 
 
 



すずかけ句会（パリ）写真 

  



ジャルニャック句会 
2019 年 5 ⽉ 16 ⽇ 

      
⻄村和⼦ 

      ⾼橋桃⾐、三⽯知左⼦、⽉野⽊若菜、 
チボーしづ⾹、北原ちづこ、國司正夫、 
くにしちあき 
 

くにしちあき記 
 
5 ⽉ 16 ⽇、フランスに着いて 4 ⽇⽬。 
フランス南⻄部の都市ボルドーの少し北に位置するジャルニャックで、フランスの俳⼈た
ちとの句会を開いた。 
知⾳の句友チボーしづ⾹は、パリからボルドーへ移り住んだばかりで、この地に俳句を広め
ようと張り切っている。我々が⾏くのを受け、⽇本通の夫のフィリップとその友⼈で句歴 10
年（！）のパトリックに声を掛け、パトリックの⾳頭でこの地域の haijin たちを集めること
になった。 
折⾓だから吟⾏句会にしよう、ということで、先ずはコニャックの⽼舗メーカーTiffon-
Braastad 社⾒学。ここの社⻑がパトリックの親友なのだ。少し試飲などしていい気持ちにな
って出てくると、シャラント河畔でピクニックをしている⼀⾏がいた。楽しそう、と思った
ら、それが句友たちだった。その数 7-8 ⼈、⽼若男⼥と⾔いたいが、平均年齢は⾼め、しか
し男⼥半々か？ さすがフランス。⼀際若い⼥性が⼀⼈混じっている。簡単に⾃⼰紹介し合
っていざ吟⾏。シャラント河の岸辺は倉庫が⽴ち並び、⽔⾨のある公園に繋がる絶好の吟⾏
地だ。 
少し歩き始めると、⼀⾏は散らばり始める。⽇本の吟⾏と同じだ。興味のある所に⽴ち⽌ま
って、じーっくり。数⼈が固まり、誰かが指さす⽅をのぞき込んで、あーだ、こーだ⾔い合
う。フランス⼈も少しも変わらない。 
カヌー教室か、元気な⼦供の声が時折する以外は誠に静か。1 時間強の吟⾏の後、句会場へ
移動。Tiffon-Braastad 所有のシャトーのサロンでの句会だ。 
 
出句 2 句で、フランス⼈グループ、⽇本⼈グループに分かれて、フランス⼈に句会のやり⽅
を説明。パリの時と違って、句歴 10 年とか 20 年（！）、少ない⽅でも 5 年とか、⾃分たち
で句会もやっている⾯々、何か⾔いたそうな顔もあったが、そこは和⼦先⽣の迫⼒で仕切る。 
「今⽇は、最もオーソドックスなやり⽅を教えます、それでやりましょう！」本場⽇本から
の⾼名な俳⼈が来たのだ、みんな⼤⼈しく従う。 



その間、⽇本⼈グループは別室で互選。先⽣の⼊選句２句と先⽣の句を、⼤わらわで翻訳し、
フィリップを捕まえて、チェックを依頼。こちらの準備を整えた上でフランス⼈グループ待
機の部屋へ。 
1 ⼈ずつ順番に選んだ２句を読み上げ、作者が名乗る⽅式。名乗りに慣れていないのか、ボ
ソボソ、なにやら恥ずかしそう・・・。本当にフランス⼈？ すかさず和⼦先⽣から「名乗
りは⼤きくはっきりと！」 
⼀番点が⼊った句は、10 ⼈中 7 ⼈からの⽀持を得たジェラールさんの句。⽇本の俳⼈のよ
うな視点で詠まれ、それが⽀持されたことは興味深い。ジェラールさんは句歴 20 年という
⼤ベテランで「句会 17」を主宰している。17 というのは彼の拠点の⾏政区の番号が 17 で
あることと俳句の 17 ⾳を掛けたのだとか。すでに数冊句集も出している。 
2 位はポアティエから参加のジャンクロード・ノネさん(ジャンクロード・モネと 1 字違い！)
とパトリックが同点。 
ジェラールさんに、和⼦先⽣から記念品の⾊紙の贈呈があり、⾊紙の使い⽅などの説明の後、
⽇本⼈グループの句を発表して、無事句会は終了した。今回は全ての句を翻訳している余裕
はなく、我々は選句に参加しなかった。 
その後サロンに場所を移して、歓談。何故俳句を始めたの？ 俳句の魅⼒は？ など話題は
尽きない。２位のノネさんは、盆栽が好きで、盆栽の先⽣を通じて俳句を知った、ポアティ
エに句会グループがあると話していた。パトリックは画家で、浮世絵がきっかけ。若い⼥性
は、夫フランス⼈のロシア⼈で、スタイリストの仕事に役⽴てようと始めたという変わり種。
仕事と⼦育て真っ最中で、kukai 参加は貴重な⾃分の時間と。これも⽇本⼈と同じですね。 
それぞれ始めたきっかけは違うし、必ずしも⽇本への興味からという訳でもなさそうだ。複
数のネット句会に参加している⼈が多く、ネット句会は相当盛んで規模も⾔葉も様々で質
は⽟⽯混交という。 
それにしても、10 年、20 年と続け、仲間を増やしていく原動⼒は何なのだろう？ おしゃ
べりで理屈っぽく、説明過多気味なフランス⼈に俳句がこれほど好まれ浸透しているとは、
いささか意外だった。しかし、⾊々話していると、彼らが共通して評価しているのは、短い
⽂、少ない⾔葉の持つ豊さであることに気づく。多くの⾔葉を費やさなくとも広い、深い世
界を表現できる、という発⾒、どうやらその寡黙性こそが魅⼒のようだ。説明し過ぎる句を
作っては「⾔わなくてもわかることは⾔わない！」と指導されている⾝としては、フランス
の俳⼈に学ぶところ⼤だった。 
Vieille palissade    イラクサ茂り古き柵の落書き埋もる 
Un « tag » se noie    
Dans les orties     ジェラール 
 Gérard 
 
Écluse     ⽔⾨に⽔⾳と⼦らの声 



Entremêlés le bruit de lʼeau    
Et les cris dʼenfants     パトリック 
 Patrick       
 
Musée MITTERAND   上空に猛禽川岸にミッテラン博物館 
Un grand rapace plane     
Au-dessus du fleuve    ジャンクロード 
 Jean Claude       
 
⽬路限り穂⻨の⾵はベルベット  和⼦  Épi à  
     Perte de vue 
     Vent de velours 
 
⾨閉ざし鎧⼾閉ざし薔薇真紅 桃⾐ Porte fermée 

Voile fermé  
Rose en rouge foncée 
 

マダ―ムとシャトーの朝餉聖五⽉ 正夫 Petit déjeuner 
Au joli mois de mai  
Avec Madame la duchesse 

 
フランス俳⼈当⽇句 (⾼得点 3 ⼈除く) 
Ttantôt froid tantôt chaud   寒かったり暑かったり 
Le temps du printemps   春は猫の眼 
Comme les yeux de chat 

Shizuka Thibaud 
. 
Chais près de lʼécluse   ⽔⾨近くの酒蔵 
Les eaux-de-vie à lʼabris   秘蔵の酒 
Des cascades dʼeaux fortes   滝ごうごう 

Annie Deroche    
 
feuilles des nénuphars   睡蓮の 
devisent en étages    葉擦れ⽔⾯に 
profondeur de lʼeau   ⽔底深し 
 Olga Warfolomeewa 



    
Des iris sauvages          夏兆す 
Accrochés à la berge   ⼟⼿を彩る 
Prélude à lʼété    野の百合よ 

René Felip 
 

Grand battement dʼailes   ⼤⾳量 
Un envol laborieux   ⽴てて⾶びたつ 
Fait nous un signe   何を告げん 

Francine Felip 
 
Quatres piliers tendus vers le ciel  天を指す 4 本柱 
Dehors les pigeons jouent avec les anges 鳩は天使と戯れ 
Cathédrale dʼAngoulèmes   アングレーム聖堂 
  Philippe Thibaud 
 
Reflets sur lʼeau    春の⽇に 
Le pont enjambe le fleuve   川⾯に煌めく 
Soleil de printemps   橋の影 

Nathalie Planche   
  



ジャルニャック句会写真 

  



番外編・グレー村 
くにしちあき記 

 
旅⾏の最後のハイライトは、グレー村訪問だった。⿊⽥清輝、浅井忠が滞在して多くの作
品の舞台となった知る⼈ぞ知る⼩さな芸術村で、フォンテヌ・ブローの先にある。「⿊⽥
清輝の⾜跡を訪ねて」という展覧会が今年開かれ、そのカタログに、フランス⼈の俳⼈の
句が載った、たまたまその⽇本語訳のお⼿伝いをしたのがきっかけだ。 
俳句の作者エディット・ドゥ・ビュッレニルさんは、ここで⽂化イベントが⾏われる際、
度々ハイク・アトリエを開いたり、地⽅紙に記事を書いているが、我々の訪問を⼤変喜ん
で下さった。グレー村は、100 年以上時が⽌まったような静かな美しい村で、浅井忠の描
いた洗濯場も、⽯橋も当時の姿をそのまま留めている。 
浅井が、⼦規に絵の⼿ほどきをしたことは、よく知られているが、グレーで描いた絵を
度々病床の⼦規に送っていたことや、「ホトトギス」の表紙の図案をここで描いたこと
は、今回知った。どうやら、句会も開いていたらしい、残念ながら資料が残っていないの
だが、そうに違いないとエディットさんは、断⾔する。 
彼⼥は、禅を通じて俳句を発⾒したという。「世界に俳句を初めて紹介したのはフランス
⼈なのよ」と誇らし気、そして、俳句には素晴らしい⼒があるという。短い⾔葉で表現す
る世界、それは、国境を超える。この⼒に⽇本⼈は気づいていないと。いや、実に今回
は、フランス⼈たちに「短い⾔葉の持つ⼒」を⼒説された旅だった。 
 
現在芸術家アパートになっている、⿊⽥の滞在したオテル・シュビィヨンに和⼦先⽣の句
集を寄贈し、記念署名帳に全員の当⽇吟を書き込んで村を後にした。 
 
帰国後 1 か⽉、この⽇のことが地⽅紙に載ったと、エディットさんから送られてきた。以
下がその抄訳である。 
 

2019 年 6 ⽉ 5 ⽇（⽔）付 
感じ、瞬間を切り取る 

―⽇本のハイキスト達グレー・シュール・ロアンを訪問― 
 
今年 2 ⽉《⿊⽥の⾜跡を訪ねて−21 世紀の画家たち》展が開催されたが、グレー・シュー
ル・ロアンに滞在した⽇本⼈画家の中には、浅井忠もいた。病床の正岡⼦規―近代俳句を確
⽴した―と⽂通を続け、彼⾃⾝ここでの俳句も詠んでいたと思われる。 
 
エディット・ドゥ・ビュッフレニルが、2 ⽉の展覧会のカタログのために書いた俳句を通し
て、グレーのこの歴史が息を吹き返した。⽇本⼈のグループが 5 ⽉ 21 ⽇に“現場”を訪れた



のだ。 
著名な俳⼈、⻄村和⼦とそのグループは、オテル・シュビヨンを訪問、新館⻑マリ・ニコラ・
クックの出迎えを受け、⾒学した後、館の記念署名帳に俳句を記した。この訪問とルレ・ド
ゥ・グレー(グレー村唯⼀の⾷堂)での昼⾷や村のそぞろ歩きは、⻄村和⼦の次の著作に影響
を与えるのではないだろうか。そしてまた、今後オテル・シュビヨンを訪れる⼈々の創作意
欲を刺激することにもなるに違いない。彼⼥が館に寄贈してくれた作品集には幸いなこと
フランス語の解説がついている。 
 
俳句って何？ 
⼀瞬と⾃然と感動を描く世界で⼀番短い詩、俳句は⽇本の芸術のひとつである。フランスに
も 1905 年に紹介された。ツイートなどよりもずっと昔に、世界中に広まったもの。「ツイ
ートの祖先？ でも、俳句は５７５、という定型があります。⺟⾳の多い⽇本語と違い、フ
ランス語では少し難しいのですが」と⾔うエディット・ドゥ・ビュッフレニルは、橋からの
インスピレーションで、グレーと⽇本の友情を表現して、次の俳句を詠んだ。  
いにしへの⽯の橋より⽇の出かな (⽇の出は、⽇本の意) 
 
《季語》を求めて 
俳句を今現在に留めるために、伝統俳句の世界では kigo と⾔われる季節の⾔葉を使わなけ
ればない。⽇本から来た俳⼈たちの春のグレーでの作品には、花々や⿃たちがその役割を果
たしただろう。何もインスピレーションが湧かないときは・・・歳時記という季語の辞書か
ら探し出すこともある。 
  



番外編・グレー村写真 

 


