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扉詩
Opening Poems

連句：恵道と野里子
Linked Haiku: Edo & Noriko

朝の風さくらんぼ落ち目覚めさせ
morning wind

cherry fruit falls
wake up!

(Edo)

さくらんぼ拾ひて喰らふ朝ごはん
Picking the one up so tiny 
in the morning so shiny  
best for my breakfast! 

(Noriko)

湯たんぽや母の思い出暖める
hot water bottle…

memories of my mother
make me warm

(Edo)

冬炬燵目覚めし思ひ出父の顔
a kotatsu warmer

waked up to find Daddy’s face 
warm and good old days 

(Noriko)
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山本由美子（日本・姫路）

すきなもの

すきな詩の
話ができる

すきな絵で
友になれる

すきな歌を
届けられる

すきなものは
分かち合える

どこにいても
だれとでも
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Yumiko Yamamoto (Japan/ Himeji)

Our Favorite Things

We can talk 
Of our favorite poems

We can be friends 
Through our favorite paintings 

We can send 
Our favorite songs

We can share 
Whatever we like

Wherever we are
Whomever with 

(English Translator: Yumiko Yamamoto)
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気配

呼びかけられて
立ち止まると
紫陽花の葉に
雫が転がる
引き受けた
悲しみを映して

触れられて
振り向くと
吹き抜ける風に
いつかの花が揺れている
大きく頷いて
送り出してくれた
あなたのように
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Signs

Did you call me?
I stop my walk
Drops of rain rolling down
On hydrangea leaves
Are sorrow
Lifted from me

Did you touch me?
I turn around
See the same flower
Dangling in the breeze
See the same you
Sending me forward
With your gentle nod

(English Translator: Yumiko Yamamoto)
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キム・ヨンフン（韓国・ソウル）
Young Hoon Kim (Korea/ Seoul)

A Trip to Danube

A trip as a reward for my diligence,
trees at the riverbank of Danube dance,
but disorder brutally pushed them,
sinking those enjoying boating.

River water turns into clouds in the sea
and returns after seeing the world.
The soul knocked on the sea cliff of its home,
with thunder and rain from the cloud’s heart.

Everyone says good people become angels.
Though they cannot talk with the living,
those souls, free at all times,
will travel all around the world.

When the water of Danube flows in silence
and the night sea wails in fury,
after the dawn erases the milky way,
life is work, including ascension to heaven.

(English Translator: Hae Lim Lee�(이혜림 ))
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김영훈（한국 / 서울）

다뉴브�여행

근면했던 보상으로 떠난 여행

다뉴브강변 나무들은 춤추는데

무질서가 대고 무참하게 떠밀어

뱃놀이 사람들은 수장되었다

그 강물 바다에서 구름되어

세상 구경하고 돌아오는 길

고향 바다 절벽 노크하던 영혼

먹구름 가슴 천둥쳐 비 내린다

선한 사람이 천사된다는데

산 자와 대화할 수는 없지만 

언제나 자유로운 그 영혼들

세상 모든 곳을 여행하리라

다뉴브 강물 말없이 흘러가

밤바다 성나서 울부짖을 때

새벽이 은하를 지우고 나면

승천 몫까지 인생은 일이다
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新谷頼子（日本・大阪）

セミ

①　夏風の中から聞こえてくる
　　セミの声。

②　セミの声の発音は　ミンーミン、
　　ジィージィー��バァーバァー。
　　セミの大コーラスが至る所で
　　きこえてくる。

③　我ら、セミの一匹で　セミの命は、
　　短いけど、いやなこと忘れ、歌うのさ。

④　老いることは、自然なこと
　　家でひきこもって、何もしないと、
　　体はおとろえるだけ。

老人に残されている良い所を見つけよう、
老人の良い所を積極的に表現しよう。
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Yoriko Niiya (Japan/ Osaka)

Cicadas of Summer

I hear the droning of 
Cicadas of summer in the covid-19.

This pronounce of sounds
“Miin-min-, Ji-Ji-. Ba-Ba-,”
I hear the chorus of 
Cicada everywhere.

The leader of cicadas said
“We have very short lives. And so 
We forget the disgusting and 
Unwilling, enjoy singing.”

Gradually old is natural
Staying at home, in all day,
Nothing to do, you only become weak.

You will find good point and express it 
Positively in old ages.

(English Translator: Yoriko Niiya)
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ペルシアのバラ紅茶とジャム

①　誕生日の祝いに、娘から
　　ローズジャムと、バラの花びら
　　入りペルシア紅茶が届いた。

②　ローズ紅茶を飲み、そのあと
　　すぐに、ローズジャムを口に入れると
　　若い時　ペルシア会の旅をしたことが
　　思い出された。

③　何と　香りの強い、すばらしく
　　甘い香りでしょか！

④　コロナ禍の不安は、一瞬にして
　　去り、心は静かな平安に
　　満たされた。
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Persian Rose Tea & Rose Jam

My daughter sent 
the rose jam and rose tea  
with a petal in Persian.　

I drank a little, 
after soon I took the Jam with petals.
It reminded me of
travel in whole land of Persia. 

What a very good sweet 
smell it is!

Soon I don’t worry
about the covid-19,
My sense of unease soon 
passed just a moment,
I had peace mind hopefully.

(English Translator: Yoriko Niiya)
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私のホクロ

①　私の口びるの上に、丸い小さな
　　ホクロがある。

②　これは　食いぶくろだから
　　一生　食べるのに不自由しないよ。
　　亡き母は、言った。

③　あゝ　これは神様からのプレゼント、�
　　おまもりね！
　　ペルシアでは
　　と言って、美のしるし。

④　子供のころは、恥ずかしかったけど
　　貧しいときも、食べることには、
　　苦労せず。ありがとう　神様。
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My Mole

On my upper lip, 
I have my small mole. 

My mother said before.  
“This is KUIBUKURO. 
You don’t have a hard time eating 
for your all life.”

Now I’m sure this is the God’s gift. 
This is a charm and cute. 
It is said in Persian“Ha-rle.” 

It is a beautiful spot
of this place. 

When I was young, I felt very shameful.
Even when I was poor, I could eat enough. 
Now, I give thanks to God.

(English Translator: Yoriko Niiya)
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ユ・ハンギュ（韓国・ソウル）

故郷１

異邦人であれば
この国と
自分の国を
行き来しながら

この国の言葉
自分の国の言葉
どちらも　有難く想う

私の国
私の故郷
どちらも　異なることのない　想い出

忘れ得ぬ　小父さん
農業に　いそしみ
大きな　アメリカ玉葱や
まくわうり

春の頃は　おばあちゃんが
きれいに盛った　器に
若大根のキムチ

おじいちゃんも
おばあちゃんもいない
がらんどうの　故郷
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Yoo Hangyu (Korea/ Seoul)

고향１

소쩍 소쩍

아마도

삼신당 나무에서

우나

봉세기에

바알간

감

모개와 천득이도

깎아주러

왔지

새끼줄

사랑채에

얼키설키

꿰어 달아

언제

곶감 될까

날마다 

해바라기 하다

침 꿀꺽
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心に
五色の
爆竹が　現れて
パンパンと
破裂する

（日本語訳：秋葉信雄）
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마음

들킬까

헛기침

두어 번
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佐々木洋一（日本・宮城）

白鷺

突然のゆきの朝
しろくしろく輝く川の中
白鷺が十羽ほどたむろしていた

不意のわたしの姿に驚き
一瞬の間に飛び上がった

この間までは
うるさがたの白鳥が我がもの顔にふるまっていた

さあ　白鷺
白鷺の垂直な脚

飛び込んできた
しろい朝

この間までは
一匹のやわらかな蛇が向こう岸からこちら側へ
　やおら泳いできて
そのひたむきさに一瞬たじろいだ

しろくしろく輝くゆきの中
白鷺が十羽ほど飛び立った

さあ　白鷺
白鷺の水平な白羽
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