岩漿の英訳は「マグマ」、ならばそのマグマの源は地球の「コア」つまり「核」。
同人誌の核は会員つまり人、なかんずく人の心ですから。
――馬場駿――

岩漿会報
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岩漿事務局

特別記念号にふさわしい充実の作品群

小山 修一

「結成２５周年・３０号記念号」に「特別」を加えたのは特別な思いがあった
からで、数年にわたって懸案だった財津公江さんの随想「黄塵有情」と山本博
之さんの講演再録「徳富蘇峰―自愛の教育・他愛の教育」を掲載することが叶
い、佐木次郎さんの小説「月影の蒼き雫に染められて」と椎葉乙虫さんの小説
「山法師の白い花」の舞台が期せずして伊豆であり、定番の桜井祥行さんをは
じめ多くの作品が伊豆発信の総合文芸誌にふさわしい内容のものであり、同時
に、横浜、小田原、秦野からの寄稿が一地方にとどまらない岩漿の方向性を示
したからでした。
新会員の新鮮な詩・短歌と俳句のページを合わせて２５８ページの厚みと重
さ。物心両面から発行を支えてくれる購読会員も増えました。読めば読むほど
新しい発見があると信じます。ぜひ、手元に置いて何度も読み返していただけ
れば幸いです。
※HP「馬場駿の本棚」で岩漿が紹介されています。
http://dojinbaba1.jp/gansyou.html

新しい童謡コンクールで小山氏快挙！
小山修一作 岩漿30号巻頭詩「なみだのかたち」が、童謡「赤とんぼ」で有名な三木露風の
名を冠した第３７回童謡コンクールで最優秀賞を受賞され、曲も付けられました。
https://tatsuno-cityhall.jp/abh/douyou/d_word.html
受賞作品は、たつの市赤とんぼ文化ホールＨＰ三木露風賞作品で閲覧できます。
① 2022.05.04伊豆新聞
ただいま雑記
コトバの本質 中山千夏
② 2022.08.29静岡新聞
鎌倉たより 三木卓
上記①、②共に小山修一
詩集『風待ち港』が取り
上げられました。
ブログ【のんちゃんの杉
野書店日記】
岩漿30号 小山修一
「夕焼け」
「みどりはエロー」他が
紹介されています。

右記事→
2021.11.09
伊豆新聞掲載
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②

岩漿の作家たち

出版物紹介

鳥飼さん第一詩集で土曜美術社賞受賞

「時、それぞれの景」

鳥飼 丈夫

鳥飼丈夫さんの第一詩集「時、それぞれの景」が
2022年度第１８回日本詩歌句随筆評論大賞現代詩部門に
おいて、土曜美術社賞を受賞しました。
おめでとうございます！
https://shikakukyokai.jimdofree.com/%E5%A4%A7%E8%B3%9E文化企画アオサギ 定価

2,200円（税込）

手作り詩集 名刺代わりのホッチキス止め小冊子

「鮮鯉(せんり」

近藤 満丸

「小山さんと、鳥飼さん、北川さんの影響で小生も作ってみようと取り
組みました」とのこと。入手ご希望の方は編集部迄ご連絡を。

エッセー

≪

軍人手帳

≫

桜井 祥行

手元に祖父の軍人手帳がある。この夏、母親が父親の遺品整理を兼ねて本棚を片付けていたところ、偶
然見つかった。実はこの手帳は以前手にしていて、その中身から祖父の戦地での様子を知り発表したので
あったが、その後行方知れずになっていて、祖母が亡くなる前に母親に手渡したらしい。あれは平成10年
のことで、母親はそれから忘れていて24年間目に触れないでいた。
尤も、小生はこの手帳を長らく探し続けていたので、ほっとし、なんとかこの手帳…日記であるが…を
改めて筆耕したいなと思った。
祖父が亡くなったのは昭和14年５月13日であるから、83年前になる。中国大陸の長江に近い信陽の地で
敵に撃たれ命を落とした。その時手帳を体に身に付けていたので、戦友が持ち帰ってくれたらしい。祖父
は明治43年生まれだから、生きていれば110歳以上になるが、若い時に近衛騎兵で皇居（昔は宮城）勤務
であった。この経歴が逆に災いして、日中戦争が始まるやすぐに応召されてしまったのである。
近衛騎兵には資格があって、近親者で身辺が清廉であり、当人も背丈と器量が問われたという。明治男
で173㎝ほどあったというから大きかったのであろう。祖母は自分の旦那が自慢で、馬上に乗った写真を
仏壇に飾っていた。祖父は結局29年しか生きておらず、その息子の叔父は昨年86で亡くなったから、３倍
ほど生きたことになる。
今年定年退職して、これから20年何をしようかと思いながら同じような職業に再就職し、第２の人生ど
ころではなくなった。まだ区切りのない毎日を過ごしており、祖父の29年間分にも及ばない人生である。
歴史を教えることを生業とした根底には祖父の存在がある。
ウクライナ情勢は母親には戦時中を思い出させるらしいが、一国の首相をやった人間も凶弾に倒れるな
ど、物騒な時代になってしまった。改めて平和を考えていきたい。

馬場 駿 お勧めの一冊
『引退しない人生』曽野 綾子 著

ＰＨＰ文庫

本書は今年卒寿の女流作家曽野綾子が数多上梓したエッセイ集の中から多彩な経験と深い思索に基づく
箴言を集めた珠玉の一冊である。書名からも推定できるが五十歳以降の人生を現に送っている人たちのた
めに編まれている。こう書くと硬くて理屈っぽく読みづらそうだが、頁を括ればそれが杞憂にすぎないこ
とがすぐに解る。優しい語り部に接する面持ち、言葉はやさしく事例は日常的で親しみやすい。余白は
たっぷりとられていて項目の移動が明確なので読み疲れが生じない。二百四十七頁あるのだが一気に読み
通せば一日で完読できそうな気になる。もちろん読み手が現実に迷い、悩み、苦しんでいるとしたら関連
個所できっと歩を止めて想いの中に沁み込ませるに違いない。著者の視点はそれほどに鋭利で、また、時
に楽しい。エッセイを書く人の指南書にもなるのではないか。そんな気もする。高齢者には特に人生総括
りの指針ともなるだろう。 定価 : 660円（税込）
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本能の春

③

北川 ただひと

苔の生えた石
蛙がちょこんと座っている
光の春なのだ
硬くなった手足をほぐし
うまそうな空の青を
ぺろりけろり
ぽちゃりと池に飛び込み
目だけ出して
ぬるんだ水をかき分ける

🌸

新規会員

自己紹介

伴久

コロナワクチン4回目接種後の副反応の発熱に苦
しんでいた夏の日盛りの午後、『CORE』のお知らせ
を頂きました。不器用な私は、日本の盆行事にすっ
かり心奪われ、やっと気持ちをとり戻したのが盆の
おくり火も一段落した17日になってのこと。
『CORE』を思い出しペンをとっております。岩漿30
号の皆様セミプロ？いえ、将来 芥川賞や直木賞の
当事者となられそうな方ばかり。還暦、古希、喜寿
を過ぎ、傘寿を前にして――半分は大脳のトレーニ
ングのつもり――等と申し上げたらお叱りを受けそ
うですが、しかしそんなつもりで詩作を続けたい
ナァと思っております。よろしくお願いします。

🌸 新規会員 自己紹介

梅野 不二夫

〝光陰矢の如し〟この9月1日で85才の誕生日を迎え
ます。年齢のせいでしょうか、最近は折にふれ幼少
の頃や故里の風景やらが、想いうかんできます。私
の出身地は長崎県の対馬市です。一年ほど前、今居
住している町内での親友である椎葉乙虫氏の著書数
冊及び文芸誌「岩漿」に接することになりました。
たまたま以前折にふれ詠んだ句がありましたので、
はずかし乍ら投稿させて頂きました。今後も〝清水
の舞台から飛び降りる〟つもりで参加させていただ
き度いと考えています。

これから
ぬるりくるりの
交尾に出かけるのだ
年に一度のお祭りだ
じゃましないでくれ

お便りありがとうございます (一部抜粋)
西村光太郎・先日は「岩漿」をお送り頂きましてありが
とうございました。皆様の作品と創作を持続されるご姿
勢に感銘致します。同人の皆様のご健康とご健筆、「岩
漿」の益々のご発展を祈念致します。
中久喜輝夫・岩漿文学会結成２５年誠におめでとうございます。また小山氏の三木露風賞受賞も心からお
祝い申し上げます。「岩漿」のますますの充実ぶりを拝読しつつ今後のよりいっそうのご発展をお祈り申
し上げます。

特別記念号の重量感にびっくり

日吉睦子

まず携わって頂いた皆様に感謝。今回は詩から読ませて頂きました。心に残った三篇がございます。
⑴編集長の「夕焼け」男の人のやさしさが伝わり、これは奥様に対するねぎらいとラブレターなのです
ね。 ⑵鳥飼丈夫さんの「ある夏の日」誰にでもある人生のひとコマが目に浮かんで来るようで胸に響き
ました。 ⑶一本美智さんの「GAKKO DE MAMAKE」に感動と言うより驚きの一言でした。若い日、私自身
がふつうに会話した言葉そのものでした。故郷の方言が文芸誌に載る時代の進化を感じさせられました。
エッセーではほたるさんの「創られた廃墟」です。テレビ番組でセーラちゃんに興味を持ちながら一人で
は入る勇気が無く、入れずに戻った場所でした。植物園だった頃は何回も行った場所でもありました。お
陰様で内容を知りスッキリ解決しました。

もてるとは

駄々っ子

モテルとは。もっとも、対象者から、慕われる。オナゴシにしても、コーヒーをどう。と酒
をご一緒に。と誘われる。飲んで歌って騒いでも。ご一緒とは。今はコロナ禍で注意しつつ、
周りに気を遣う。早く撲滅してくれと、今度は神頼み。賽銭少ないとは。申さずに、アトは治
療薬が在るには在るが。さて効き目はという社会の中に放り込まれている新人達は目を白黒か
どうか。方眼紙を飛び石模様に塗っても、見方によって目が廻る。飛び込む懐。相談の最中。
在庫無し。誰か、メグンデと相成る。モテル人はこの気持ち、知らぬ、存ぜぬ、であろうと推
測。
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④

岩漿30号読後感

（敬称略・順不同）

小篠真琴・現代の文学において闘争的バトル本能や悲しみやもどかしさの表現が多々見られるものと思
います。そんな中「岩漿」は読んで温かくなるようなほっとするような文学が嬉しく思います。巻頭詩の
小山さんの「なみだのかたち」それと、鳥飼丈夫さんの「ある夏の日」小説だと黒木音子さんの「遠い海
を見ていた」が好きでした。良い仲間たちで作ってるんだな、と思いました。／田中裕子・財津公江さん
の「黄塵有情」は大変読み応えがあり、心を揺さぶられました。黄砂への思いというのも、経験によって
ずいぶんと違うものになるのだと、教えられました。よくぞ日本に帰って来られたと思います。昔の人は
今よりはるかに早く、大人にならざるを得なかったのだと思いました。よくこれだけのものを書き上げら
れたと感嘆しました。小山さんの「夕焼け」は〝ひんこん〟の切実さを〝れんこん〟の音に例えて笑いを
交え、明るい作品に仕上がっていて良かったです。／川島完・ボリュームいっぱいの文量に圧倒されまし
た。私としては桜井氏の文章に「私」という視点からの〈味〉が窺え、嬉しかったです。また椎葉氏 伊
豆周辺の「場と人」の点景が面白く読めました。／かわいふくみ・執筆者の皆様の気迫が伝わって来て、
文字の分量にも圧倒されました。どの頁から読んでも面白いと思いました。巻頭詩「なみだのかたち」は
大きな賞を受けられたのですね。小説の「老奇譚」思わず引き込まれました。ただ私がヒロイン由美子
だったらこの終わり方に納得したかしら、とは思いましたが。／武士俣勝司・特別記念号ということで多
彩なジャンルの作品に圧倒されました。小山さんの詩は変わらず心温まる感性に心魅せられます。／日野
笙子・人間性の良きものに光を当て素直な姿勢で書き続けられてきたご成果がいよいよ結実した作品集。
これからもご活躍を。／天瀬博康・巻頭詩いいですね、しんみりします。「夕焼け」もいい、私は「夕焼
け―明日へ」より「夕焼け―晩秋」の方が好きでした。「これからも できるだけ他人と比べないでいよ
うね」ぐっときます。／巻頭詩「なみだのかたち」万人に伝わる貴重な気付きの詩ですネ。／土屋智宏
『岩漿』は詩、小説、随筆、短歌、俳句と文学の系統を網羅しています。そしてその作品のどれもが素晴
らしい特性を持続しています。読む者の心に生きることの感銘を与えてくれるのです。／Ｔ・Ｙ・財津さ
んの実体験随想「黄塵有情」をたいへん興味深く拝読しました。また。黒木音子さんのオムニバス作品に
注目しました。小説、エッセイ、詩、短歌、俳句と網羅していて力作揃いですね。/橋本由紀子・中でも
圧巻は49才の頃に書かれたものと言う「黄塵有情」の実話が今のウクライナの人々に重なる思いがして心
が痛みました。※紙面の都合上、文章を抜粋して掲載しています。上記他、酒木裕次郎・坂木昌子・麻生良久・茂
登山敬子・花林舎鈴木敬子・小山治美各氏からもお便り戴きました。有難うございました。

「歴史」のまなざしで

加藤 好一

岩漿第３０号を、「歴史」のまなざしで興味深く読ませていただいた。/まず、桜井氏の論考から初め
て知ったことがある。それは川奈崎の「明火堂」のことだ。その有様を記す太田南畝の筆は要にして簡、
堂を維持する村人の営みまでが目に浮かぶように描かれていた。/ なぜ、その堂の維持費を韮山代官所
が負担するのか。それは、伊豆沖の航路が江戸への輸送路としていかに重要かを示しているのではない
か。全国史と地域史の密接なつながりを、改めて私は教えていただいた。/一方、財津氏の回想『黄塵有
情』では、連隊長であった父親が昭和１８年後半に東条英機首相と衝突したことが述べられていた。/当
時は戦局悪化の中で東条の独裁化が更に進み、彼の戦争指導に口をはさむ幹部は容赦なく排斥される時期
であった。そのことが財津氏の運命をも大きく変え、満州赴任から引き揚げに至る波乱の物語につながっ
ていく。/全国史の中に自分史・家族史がある。まるで昨日のようにリアルな記述に引きこまれ、蒙古桜
と木槿の鮮やかな色が私の脳裏に刻まれた。/この2編が残像となったのであろうか。私は、思わず「歴史
のまなざし」で岩漿の各作品を読み進めてしまった。/例えば、老境に至った主人公の淡い慕情とその行
く末を、郷土史を織り交ぜ伏線をきかせて辿っていく椎葉乙虫氏の『山法師の白い花』、その展開には自
分自身の地域探訪と重ねてつい感情移入してしまう。/老兄との関わりを軸に、主人公の複雑な自分史・
家族史が明らかになっていく馬場駿氏の『耄～タナトスの抱擁～』では、「意味があるから生きてるん
じゃなくて、生きてることに意味があるんだよ」とのことばを何度もかみしめた。/山本博之氏の講演
『自愛の教育・他愛の教育』では、歴史の中で紡ぎ出された寸鉄の言が各所にちりばめられ、何度も立ち
止まることができた。/他にも、私にはとても思い浮かばない視点からの竹取物語の読み取り（北川ただ
ひと『パロディと小さなエッセイ』）、続編を楽しみにしていた『奇老譚（三）』（しのぶ憂一）、怪奇
が縄文と現代をつなげて夢現の世界に読者をのめりこませる佐木次郎氏の『月影の蒼き雫に染められて』
等々、みな広い意味で原始から現代までの「歴史」に関わっているように思える。/それらの作品の間に
ちりばめられた印象深い小編の数々にも、時代を生き、それぞれの「自分史」を重ねてきた作者の眼差し
がうかがえる。何気ない日常をスケッチしたエッセイにも、馬齢を重ねてきた私とある意味で同じだが、
ある意味で違う感性が感じられ、心が柔らかくなっていくようであった。/すると、掲載された詩の一
節、俳句や短歌の一つ一つが心に沁みて繋がっていく。/・目を閉じて あまねく光の底にいる時に 私
は思うのです（伴久）/・言うならば れんこんみたいなひんこんだったね（小山修一）/・もう随分遠く
まで来たのに 何も見つけられずにいる（鳥飼丈夫）/・山の端に 落ちる夕日の 名残惜し（梅野曲
粋）/岩漿第３０号・２５周年特別記念号は、「歴史」のまなざしで読み解き並べ替えていく勝手な試み
にも、十二分に応えてくれる豊かな内容を持っていると私は確信した。/その発刊とつみ重ねた歴史を心
から祝福させていただきます。
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➄

岩漿30号に寄せて

Salyu

【なみだのかたち・小山修一 】【 涙・素寒貧 】子供にもわかる、そして大人にも響く「なみだのかた
ち」と、論理的に情緒的なことを書いている「涙」。どちらも深いものを感じました。／【パロディと小
さなエッセイ・北川ただひと】作者が嬉々として書いているのが伝わり、とにかく楽しい。次は何？とお
かわりしたくなりますね。／【奇老譚(三)・しのぶ憂一】前号に続き深みが増し、着々と物語が肉付けさ
れていく。次も、またその次も楽しみです。／【創られた廃墟・桂川ほたる】いつからなのか、安全で清
潔で秩序が保たれた空間に居心地の良さを覚え、真逆の世界を嫌悪するようになってしまった。禍々しい
アングラ映画や芝居小屋に魅了されたあの日の私が「ようこそ、まぼろしの廃墟へ」と作者に手を引かれ
ていかがわしい狂気の世界にいざなわれた、読んでいてそんな感覚を覚えました。／【孤城落日・瀬戸あ
ゆみ】短いエッセイながら鮮明に光景が浮かび、無駄のない筆運びはどこか美しさを感じる。言葉選びも
優れていて「援軍は走る。孤城にしないために…。」は心に残る一文です。／【赤いワンピースの女・黒
木音子】未亡人がまだ喪中の最中に真っ赤なワンピースを着る、タイトルもいいし話も途中まで興味深
かったのに～関わらないようにしている。「君子危うきに近寄らずだ」であっさりと終わらせてしまうの
は何だかもったいない印象。【耄・馬場駿】「三次元の女の裸体を見たことのないのが潤いのない人生の
総ての象徴。見ることで心を浄化したい」突拍子もない設定というわけではないけれど、思いつかないよ
うな方向からの小説でした。妹に「生きていることに意味があるのか」と問うた兄が最期に残した「生き
たい」という言葉に救いを感じました。／【月影の蒼き雫に染められて・佐木次郎】すごい怒りのエネ
ルギーをぶちまけた、叩きつけるように描かれた物語。読む方も思わず力が入りました。

感想いろいろ

城崎 藍

【創られた廃墟・桂川ほたる 】施設の周りに怪しげなものがどんどん増えて、気になっていた『まぼろ
し博覧会』。ＮＨＫのドキュメント72時間で、閉店や閉館で行き場のなくなった物たちを展示していると
紹介され、館長のセーラちゃんに尊敬の念をいだきました。人其々の心に、様々なまぼろしが浮かんでは
消えていくのでしょう。桂川ほたるは、えもいわれぬ怪しげな感じを表現するのが、いつもながら上手
い。/【黄塵有情・財津公江 】7歳～9歳位の記憶でしょうか。淡々と綴られていて、胸に迫ります。よく
覚えていると感心しましたが、人間の脳には嫌な出来事は細部まで記憶できる機能があるそうですね。衝
撃的な映像が、どれほど幼い脳に焼き付いていたのでしょうか。/【克子せんせいへの手紙・虹亀 】絵本
をこよなく愛した故齋藤克子さんの声が聞こえてきて、見開いた絵本のページにかかれた双葉が生き生き
と伸び始めるのが見えるようです。虹亀さんの朗読が聞きたい。/【GAKKO DE MAMAKE・一本美智 】 お
母さんやおばあちゃんの声で「GAKKO DE MAMAKE GAKKO DE MAMAKE」と、作者の記憶の中で歌のようにリ
フレインしているでしょうか。「まんず ままけ」一大事があった時「とにかく先に食べましょう」と声
をかけたりしますね。暖かく優しい気持ちが伝わってきます。土地の言葉の響きで聞いてみたいです。
2022年8月9日 (月) 文芸同人誌「岩漿」30号（伊東市）
文芸同志会通信 より転載
25周年記念号。短歌、俳句、エッセイや手記など満載で、厚みのある雑誌になっている。【「黄塵有
情」財津公江】 昭和18年に、軍人の父親が、東條首相と意見が合わず、朝鮮半島を経て、満州に渡った
一家の物語である。そこの娘さんの記憶が、12章に区切って、よく整理されて記録されている。蒙古への
旅行記なども添えて、周辺地域での時代の雰囲気を伝えている。いまとなっては貴重なものである。執筆
したのは、作者が49歳のころで、現在86歳で、残っていた原稿をそのまま発表したという。自分は満州時
代を語る会のようになった知人たちと交流があったが、皆この世から去ってしまった。当時の歴史や軍人
一家の運命に関心のある人には、読んでみることをお勧めする。政治と国民の関係を考える素材になると
思う。特別資料として「暮らしのノートITO」に分割連載させてもらうことにした。ブログの運営者とし
て、単に紹介するだけでなく、有意義な作品は、実際に読んでもらうことにしてきたい。【「大阪西町奉
行の頓死」椎葉乙虫】 時代小説で、奉行がキノコを食べて亡くなってしまう。そのことを巡って、騒動
になる様子を描く。成行きに興味を引きながら、落ち着いた筆致でよませる。なかに立ち回りの剣劇の
シーンなどを挟み、ほとんど職業作家並みの筆力を見せる。【「山法師の白い花」（同作者）】年配の独
身男が、日本史歴史の北条、源家の史跡を訪ねる旅で、彼より少し若い一人旅の独身女性と出会う。次第
に親しくなり、老いらくの恋になるが、彼女は病死してしまう。頼朝と政子の愛情関係の史実にと絡め
て、うまくまとめている。【「月影の蒼き雫に染められて」佐木次郎】 伊豆急行に乗って下田に向かっ
ていた作者は、70歳ですでに妻を亡くしている。そこに伊東駅から、不思議な雰囲気の女性と乗り合わせ
る。すると、女性は、作者の不思議な体験を話して欲しいという。そこで、若い時の夢想的な体験を、小
説的でドラマチックに語る。それが終わると、聞き手の女性はいつの間にか、姿をけしていた。若い時の
話だから、それだけの独立した物語だから、現在と繋げる必要はないのだが、自己現在に繋がるような雰
囲気が、同人誌作家らしいところ。
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岩漿31号 原稿募集〆切 2023年1月31日
◆ 岩漿本誌 原稿宛先

〒413-0235 静岡県伊東市 大室高原９－３６３
パソコンメール

小山 修一

k.syuichi710@gmail.com

◆ ご注意: メール及び封書に、岩漿宛の原稿や連絡である表示をお願いします。
◆ 埋め草原稿同時募集: 二段組の下段空きに４００字程度、頁割負担金無料。
但し埋め草原稿は必ず掲載される確約はありません。

まりも

岩越 孝治

最近、ペットショップの水草のコーナーに小指の先ほどの小さなまりもを見つけ、
可愛かったので育ててみることにしました。育てるといっても魚と違い餌を与えるわけで
もなく、やることといえば水を換えるくらいですが、それでも毎日換えていると、不思議
なもので何もしないよりずっと愛着が湧いてくる。本当はそんな頻繁に換えなくてもいい
そうなのですが、店の人に育て方など聞いてみたところ光さえあげていればいいが水温が
上がってしまうのはよくないという事、それから丸くしたいならある程度の流れが必要と
のことだったので、それならと毎朝水を換えることにしたわけです。夏の暑い日、面白い
ものを見ました。朝方三つあるまりもの内二つが浮上している。ところが夜になるとちゃ
んと沈んでいくんです。たぶん太陽が出て光合成が盛んになって放出された酸素が藻に絡
まってそうなるのかなとは思うのですが、でもそこは想像を巡らせて、朝「おはよう」で
起きて夜「おやすみ」で眠って、なんて思ってみると、あ、なんか生きてるなって感じが
して、ちょっと嬉しくなったりします。

CORE原稿宛先 > 岩漿事務局
C
O
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💛
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Ｈ９年メンバー５名で「岩漿」を立ち上げ、代表、編集長として創刊号を発行以来１９号ま
での永きに亘り牽引された木内氏に、体調を崩して引退したい、との胸の内を聞かされ心が痛
んだ。岩漿が失くなるの？ 引き継いで下さる方は居ないの？ 勿論各々、お仕事を持ち而も
重鎮としてお忙しい方々と分かっている。それでもマグマ（岩漿）の〝火〟は消したくはな
い、と声を上げる事は出来ても手を挙げられない。悩んだ末、木内氏に提案。ほたるさんに、
深水と一緒に何とかしませんか、と伝えて欲しい。一度もお会いしたこともない方だったのに
快諾してくださった。伊東市の奥の坊に集まる。岩漿の〝火〟は消える事なく燃え続け今日
迄。勿論、小山氏が代表と編集長を受けて下さったから。これを機に、ほたるさんと機関紙
COREを発刊。又合評会親睦会を開催し出会いの場を。女性二人で企画運営することに。ほたる
さんは伊東市で数人の女性で同人誌を、深水も又東伊豆町で立ち上げた過去を持つ。(深水)
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💛
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・岩漿サポーターの方々から温かい支援金をご寄付いただきました。
いつも有難うございます。会の運営のため大切に使わせていただきます。
・ご多忙の中、会報CORE №15にご投稿くださった執筆者諸氏に深謝いたします。
・新入会いただいた皆様、今後とも岩漿・CORE 共々よろしくお願いいたします。

ＣＯＲＥの原稿募集中

✼会員外の方の投稿も掲載させていただきます✼

カット:近藤満丸

