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中野稲門会メールマガジン 2005-12 号（12 月 20 日配信） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◇なかとう句会 ＜ 冬の色 ＞ 

─────────────────────────── 

   これやこの あれやそれやで 師走かな 【シグ子】 

 

   携帯に 着信の音や 雪だより 【狸の意味深翁】 

   恋しずく 想う丈ほど ツララなり 

   木枯らしや ぼくのポッケで 指からめ 

   冬の色 ポインセチアや 花あかり 

   イブの夜 舗道を灯す ルミナリエ 

   澄む晩に 星座をあおぎ 刺繍する 

   散るハラリ ラストリーフや カレンダー 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◇夢魂（むたま）川柳 (10) 【家元 ひがし】 

─────────────────────────── 

   アメリカは英国文化の貼りボッターⅡ 

   秋深し我が家の家計もナナカマド 

   やや太し戦う女の喉仏 

   きつすぎてミニの下から尻 4 つ 

   鄙びた地しなびた人も居なくなり 

   野の熊に噛まれた町は村に降格 

   伝えたい中身無いのに倍リンガル 

   ハロウィンにそのまま出ても可笑しく無い 

   新聞とテレビの裏から軍靴の音 

   五割引き定価は 10 割増しなんだ 

   百才はちょっと此の世にオーバーステイ 

   日だまりにナースに囲まれ義父出棺 

 

※先月の課題「子は宝孫は孫は宝石〇〇〇〇〇」 

〇に適切な文字を心付けして下さい。例句「爺々胆石」「婆々化石」 

には皆様から沢山の返句 ありがとうございました。 

 1 親は胆石（神村正晴様）  2 父無玉（竹内寿一様） 

 3 妻はゴミ（白井潤様）   4 今石ころ（遠藤智様） 

 5 いまのうち（藤井稔様）  6 だといいが（藤井稔様） 

 7  爺婆は碁石（福田幹子様） 

以上のうちから秀句として「いまのうち」の藤井稔様に私の川柳集

第 1 巻 1 冊を心付けさせていただきます。そこで私より礼句「子は

宝孫は宝石曽孫夢」   

 

◇「夢魂（むたま）川柳・百句繚乱集 第一巻」を私のスケッチ付

きで創りました。ご希望の方是非御連絡下さい。ナント 1 句２円で

す。（送料込で一部 1,000 円） 

連絡先掲載サイト http://www.higaship.com 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◇海外旅行の変わった話(46)＜ 出口の間違い ＞【市川孝二】 

─────────────────────────── 

 念願のバイロイト巡礼に始めて行った時の話です。最初にミュン

ヘンに、その後ザルツブルクグに行ってからバイロイト音楽祭とい

う順路でした。ザルツブルグでオペラの「ホフマン物語」、翌日は

「ヘルマン・プライ」の独唱の二つをここの祝典大劇場で観ました。

団体の参加でした。二日目に終演の時に入場した正面入り口でな

くて、別の出口(横にもあるかと、その時は思った)にしようと決めまし

た。 

 退場する人並みの中で、私は前を歩く女性のロングドレスの裾

を誤って踏んでしまい、「シィー」と睨まれたのはその時でした。(こ

の時の体験からロングドレスを踏まないよう距離を置くことに)さて、

何か変です。変も変。大変です。入場した時と大違いです。時間的

にも長くて正面も見えません。見えるのはかなりの数の自動車の

ボディだけ。 

 別の口は裏側の岩盤の中の駐車場でした。しかも、数階建ての

駐車場でして、やっと、地表に脱出できました。 

 ツァー仲間の一組のアベックさんも、驚きながら出口を探してい

ます。お仲間が幸いにいたのです。３人で「これは困ったことになっ

たと」団体の仲間を待たせたことを心配しました。駐車場である岩

盤くりぬきのビルを出て、トンネルを通ってどうにか祝典劇場の正

面にたどり着きました。団体の参加だったので私たち３人のために

25 分位も皆さんを待たせたのでした。 

「すみません、すみません」と３人は謝るだけでした。嬉しい事にこ

の団体のボス的なある老齢のご夫人が「３人はペルマン・プライ

さんの[サイン]をもらうために遅いのよ」と言ってほかの皆さんを

なだめていたと聞きました。 

 好奇心が強く「別の出口から」なんて、軽く考えたことがミスでし

たし、ドレスを踏んでしまったことも思い出です。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◇田舎暮らし(35)＜ 小さなため池 ＞【中野信吾】 

─────────────────────────── 

 子供のころには山際の土手を隔てて田んぼの中に、およそ 50 メ

ートルから 100 メートル間隔で小さな湿地帯が４つばかり点在し

ていた。それは手入れの行き届いた田んぼの周辺にあった。田んぼ

は自然にしみ出す湧水と一部利用している農業用水とで湿田を形

成していた。おそらく湿地帯の水抜きのために掘られた池かもしれ

ない。そこから流れ出す水はわずかな水量なのだが涸れたことが

なかった。だから子供のころは良くここでドジョウをすくったり、フナ

やコイを取ったりした。 

  

 だが、今ではこの湿地帯も二つしか残ってない。長い年月の間に

は二つは埋立てられて宅地に変わってしまった。残る二つが昔から

の姿を保っている。今年、この放置された田んぼが久しぶりに田起

こしをしていた。耕運機を入れて作業を始めたまではよかったのだ

が、湿地であるために耕運機がその箇所にくるとだんだんと沈んで

しまい、作業ができなくなってしまった。なんとかそこから脱出しよ

うと試みるのだが、車輪が空転し、必死の操作を繰り返してみても

耕運機は沈んで、とうとう半分以上も埋れて湿地帯から脱出でき

なかった。あり地獄である。後日、他からの応援を得て、泥だらけの

耕運機を引っ張りあげた。このような事情からだろうか、今年は稲
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作の作付けが行われなかった。そしてふたたび原野と化してしまっ

た。 

 もう一つの湿地は、前述の場所から少し山際に寄ったところで、

ここは年中水が染み出していて涸れることがない。適度の水が流

れカワニナがいるせいか、初夏には蛍の飛ぶ光景がみられる唯一

の場所だ。前述の田んぼの地続きになるために、所有者がまた耕

運機が沈むのではないかと懸念して耕作せずそのまま原野として

放置してしまった。 

  

 一連の湿地帯であった場所は、昔は大川の跡だったと推定され

る。現在住んでいる土地の水系は東西に連なる渓谷の南側の山際

に沿って西方に流れて千曲川に注いでいる。それに、今の場所は、

子供の頃は俗称の地名として「砂場（すなっぱ）」と呼んでいた。家

の祖父か曽祖父のころは、この辺は荒地だったといっていた。井戸

水にしても、鉄分が多く飲料水としては適してない。その証拠に、今

でも家の前の田んぼを 40 センチも掘ると川原の石がごろごろで

てくる。前述の湿地帯は昔の川の深い淀みがあった場所なのだろ

う。 

 

 この湿地の水を抜くためには、山から伐ってきた粗朶を 30 セン

チぐらいに束ねて 4～50 センチの深さに入れて暗渠とするのであ

る。湿田地だから田んぼの水抜きをしても乾かない。稲刈りが終わ

って寒風の吹くころから暗渠作業がはじまる。ところどころにある小

さな池塘はその水抜きの池なのだ。ここにフナ、コイ、ドジョウ、ヤゴ、

ゲンゴロウなど水棲の魚や昆虫があつまってくる。秋祭りのころ、

池の水をかい出してコイやフナ、ドジョウなどをよく取った。今でい

うなら「ビオトープ」の元祖というべきかもしれない。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◇地元中野の偏見満足度(56) ＜ ホントは、どう思っているの ＞

【上鷺の葦】 

─────────────────────────── 

 瞳の奥を覗き込むようにして、「ホントは、私のこと、どう思ってい

るの？」と問われたら、貴兄はどうするか。 

 言うまでもなく、ここで視線を泳がせてはならない。 

 女の強いビームに負けず、心の動揺は見せず、かつ動揺を隠そ

うという動きは微塵もないというたたずまいで、瞳の奥を覗き込み

返しつつ、「も、もちろん、大好きさ。いや、愛している」と、心ならず

の言霊を吐いたに違いない。  

 うそを言ったわけではない。しかし、貴兄は、吉永小百合よりその

女を間違いなく愛していると言えるか。ホントに、同じくらい好きな

女は他にいないと言えるのか。 

 良心的であれば(自分の心に忠実を誓うならば）、視線は微かに

動いたに違いない。そこを女は見逃さない。貴兄も、そんな踏み絵

を、何枚も踏み越えてきたことであろう。 

 

 ある日、自宅の玄関に、赤っぽいシールが置いてあった。 

 「大好き、中野区 !!」 

 来たか、召集令状。 

http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/024/01/d00500024.html 

 

 スローガンは、ある団体・運動の主張を簡潔に表した標語であ

る。（1 a : a war cry or rallying cry especially of a Scottish clan 

b : a word or phrase used to express a characteristic position 

or stand or a goal to be achieved 2 : a brief attention-getting 

phrase used in advertising or promotion） 

  http://www.m-w.com/dictionary/slogan 

  http://th69.exblog.jp/i2 

 

 正確に言えば、スローガンは、ある団体・運動の「願望・希望」

を簡潔に表した標語である。それは、しばしば、実現し得ない願

望・希望であったり、事実を隠すスクリーンであったり、踏み絵だっ

たりする。 

 例えば、 

  arbeit macht frei （ナチス協栄収容所の正門「働けば自由

になれる」） 

  八紘一宇 （1941、近衛内閣、基本国策要綱） 

  米が足りぬにまだ飲むか 赤い顔から赤字出る （昭和 15

年 日本国民禁酒同盟） 

  われ農業を守り われ農村を生かす すなわち国を愛する

ことである（89 年 8 月 11 日 韓国の農協ビル） 

  一人超生、全村結紮（「一人が多く産めば、全村民に強制不妊

手術」雲南省政府） 

 

 古今東西、みな苦労している。 

 さて、今、我々は、「中野区は大好きか」と、迫られている。 

 言うまでもなく、貴兄は、躊躇することなく「愛してる」と答えるは

ずだ。 

これも、歴史が教えている。 

 私が躊躇なく賛同するスローガンは、「娘よ、汝の父を愛せ」であ

る。これは、ある団体・運動の主張でないから、モットーではないか

って。うーん、確かに個人的である。 

 しかし、実現し得ない「願望・希望」であるところは、同じである。 

(参考) 

http://www.uraken.net/rekishi/reki-nihon007.html 

http://www.jisha.or.jp/guide/slogancon/archive/slogan01.ht

ml 

http://www.geocities.co.jp/SilkRoad-

Desert/1446/slogan.html 

http://be.asahi.com/20041127/W21/0001.html 

http://www.asaho.com/jpn/bkno/2005/0704.html 
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◇辛口コラム(2)＜ 詐欺増税でないか? ＞ 

【執筆者 怒れる老人 X 】 

─────────────────────────── 

◆自民、選挙公約違反 

 政府自民党が突如 、総額 2 兆 6000 億円に上る大増税策を打

ち出した。その中身は定率減税の全廃（6､7 両年度）を含む広範囲

に及んでいる。しかも、これまでタブーとされていた消費税につい

ても「07 年度から実施へ向けて本格的な論議を行う」と言う。 

 確かに中央、地方の財政赤字は 770 兆円 に上る。そのために増

税は必要かもしれない。 

 だが、一言、言っておく。政府自民党は、9 月の総選挙で増税を争

点にしたであろうか。あの選挙で野党が批判した「サラリーマン増

税」について、小泉首相も武部幹事長も「絶対やりません」と公約し

たではないのか。 

 いかに記憶力の悪い，低能な有権者でも、それくらいのことは覚

えている。 

 ところが単独で 296 議席を獲ったおごりか、「何でもできる」と過

信したのか、この増税策である。 

 確かに定率減税は、「一時的な景気対策であり、いずれは元に戻

す」と言うことであった。それは事実だ。ならば、前回の選挙戦で公

約として堂々とて主張すべきだった。 マニフェストに書いてあると

言うが、言論戦では小泉も武部も巧妙に言及を避けていた。 

 

◆景気潤うのは一部の大企業だけだ 

 定率減税廃止に伴う 家庭の負担増は、家族４人・年収 800 万

円で 5 万 5600 円の増税になる。 

中小企業者や年金生活者も直撃される。まさに実質的増税である。

しかも、定率減税廃止の言い分として「景気回復」を政府自民党は

あげているが、これで潤うのは一部の大企業者やＩＴ産業でボロ

儲けの虚業家である。中小企業者やサラリーマンは、相変わらず低

収入に喘でいるのが実情だ。まさにこれを称して「詐欺選挙」と言

わずして何というか？ 

 

◆弱者イジメの福祉負担増 

 いや、実質増税ばかりでない。高齢者者や生活保護家庭などの

対象とした負担増が軒並み押し寄せている。これも庶民にとっては

形を変えた増税と何ら変わりない。 

 例えば「医療制度改革」の名で高齢者の患者負担が大幅に増額

された。また、年金減額も日程に上っている。 

 政府は「高齢者は弱者でない」と言うが、それはほんの一握りし

か過ぎない。それを指して「弱者でない」というのは大きな的はず

れだ。大半の高齢者は、僅かな年金を頼りにその日暮らしをしてい

る。 

 かつて、日本には息子（長子）が親を面倒見る美風があった。今

時、そんな奇特な息子や娘がどこにいるか？  年金だけが頼りな

のだ。その年金に手を突っ込もうとしている。 

  

◆世代間戦争を煽る 

 しかも、政府自民党は、高齢者イジメに世代間の不満を巧妙に宣

伝に使っている。「高齢者は贅沢している」「高齢者の年金で若者の

将来の年金はもらえなく」と、むしろ世代間の反目、不満を煽り、政

策的に利用している。 

 先の総選挙に若者が投票所に駆けつけたのも「小泉改革」の幻

想におぼれ、政府自民党の巧妙な世代間戦争に利用されたからで

ある。 

 もし、政府自民党が国民の負担の公平化をはかりたいなら、一

部の高額所得者の増税をまず、実施すべきだ。かつて松下幸之助

は所得のうち７５％を税金として納めていた。松下氏は、それは

「富者の義務」として完爾として納税していた。今の高額所得者の

税率は何と３７％。これがあの虚業家のヒルズ族の課税なのだ。

しかも、彼らは節税対策を凝らして、その半分も納税していないの

ではないか。 

 米国の富者は、確かに稼ぎも大きいが、社会的な寄付によりその

富の大半を社会に還元している。 

 ライブドア、楽天、ヤフーの社長が、どれほど社会的貢献をして

いるか、寡聞にして筆者は知らない。 

 

◆もう一度、民意に問え 

 政府自民党が増税を実施するなら、もう一度 解散、総選挙して

民意に問うべきだ。とくに消費税増額を云々するなら、なおさらで

ある。 

 それで国民が、「是」とするなら、筆者は政府の増税案に賛成す

るであろう。 

＜「増さんの政治教室」より抜粋 ＞ 

 http://www33.ocn.ne.jp/̃massan/  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◇今月のへぇー(34)＜ ナポリを見て死ね～南イタリアの旅 ＞

【Lagoon】 

─────────────────────────── 

 もう雪景色だったミラノで乗継ぎ、ナポリから半島のかかと～つ

まさき～シチリア島へ渡ってパレルモから帰路というコース。ずっと

続くオリーブ、たわわに実ったオレンジなどを眺められる雄大な車

窓景色、日本人好みのイタリアンの食事も素晴らしかったし、紀元

前のローマ時代からの建造物がたくさん残っていて、まさに人類の

歴史をうかがえた。以下はざっとしたインプレッション。 

◆暖かいけど一日でクルクル変わる天気 

地中海気候なので、晴れていると強い日差し、そのまま安心してい

ると雲が出てざぁーとスコール、またすぐ晴れる、そしてその繰り返

し…まさにイタリアンのような気性のはげしい天候でした。ナポリは

青森、パレルモは仙台と同緯度と意外なほど北に位置していて、ミ

ラノ空港では行きも帰りも雪景色だったし、ヴェスヴィオ山や南部

でも真っ白な山々がいつでも見られた。 

◆丘の上の集落 

都市部から離れて、500m ぐらいまでの丘とか山があると、たいて

いその頂上部に城壁にかこまれた石造りの街 ― 数百戸の規模 
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― を見かけるところが多いのに驚く。なるべく神に近い所に住む、

たび重なる外敵の襲撃から守るということらしい。農耕に便利な谷

間に集落を形成している日本とは大違いなこと!!、有史以来現在も

そういう街に住み続けているのだ。シチリアのタオルミーナやマテ

ーラのサッシ住居群もそうだった。 

◆家の中はきれいにするそうだけど… 

イタリアンは自分の家は塵ひとつなく綺麗に掃除するらしいが、ご

みを外に捨てるのはなんとも思わない。ゴミだらけ、おまけにそこら

中の犬の糞を避けて通らなくてはならない都市部の街路の汚さは

相当なもの。工業製品にみる美しいイタリアン・デザインのセンス

を思い浮かべても、想像しがたいギャップだっこと。大晦日など家

中のゴミを通りに掃き出すので大都市はゴミだらけの元旦を迎え

るそうだ。 

◆車の洪水と極度の混乱 

ナポリ（107 万人）、パレルモ（74 万人）あたりだと朝晩のすざまし

い交通渋滞はともかくも、その混雑の中を数センチの間隔もない

ほど我先にと突っ込む運転はうまいというか凄い!! やはり F1 好

きな国民性はこのような環境の中で育ったのかしら…と思わせる。

市街地では、まず走行レーンとかセンターレーンが存在せず ― あ

っても守らないからでしょうが(-_-ﾒ)、両側にむちゃくちゃに駐車して

狭くなった車路を小さな車も大型バスも強引に突っ走しり、たまに

あるバス専用レーンにはおかまいなしに車もバイクも突っ込む。こ

れを毎日やっても平気だし、当たり前と思っているのでしょうね。 

◆ケータイ文化 

空港とか街中とか、ところかまわず大声でケータイで長話ししてい

る姿（ほとんどがビジネスマン連中）を多く目にすることも驚き。元

来おしゃべり好き連中に、計帯電話はまさに福音か、鬼に金棒!! 

おじさん連中はケータイ・メールは使えないようだが、さすが若い

世代はメール・コミュニケーションが多かった。 

◆うまい食事とワイン 

ほとんどの食事でスターターとなるパスタ／スパゲッティのうまい

こと!!(^o^)!! 全体にしっかりした味付けと、もち・もち～とした歯

ごたえは日本人にもとっても合う。ただしアンティパストとして出た

一人づつの大きなピッツァには参って、とても食べ切れなかった(-_-

ﾒ) 

 食事に欠かせないワインは、最初は二人でハーフボトルか半リッ

ターのハウスワインぐらいだったが、うまさと安さ（ハウスのボトル

で大体 6-12 ユーロぐらいと手ごろ）にランチの時からフルボトルを

エンジョイ(^o^) 

ただし、ビールの方は、口当たりはよいが全般にフルーティで薄め

のような味わいで私の好みにはなかった。ほかに生オレンジジュー

スで真っ赤な実を絞ったものが甘酸っぱくて美味しい。 

◆悠久の世界遺産 

ナポリ歴史地区、あの!!ポンペイ（2000 年前にパン屋、レストラン、

赤線、スポーツジムつきの浴場、劇場等が整った街が存在した!!）、

アルベロベッロ（小人の町のような石を積み重ねたとんがり屋根

の家々、現在も修復し住居やお店になっている）、マテーラ（岩山を

くりぬいた洞窟住宅群、ここも人家として今もなお使われている）、

シチリアのアグリジェント（ギリシャ神殿群、未完だったがギリシャ世

界で最大のジュピター神殿など）。そのほかパレルモ郊外モンレア

ーレのドゥオモ（壮大なモザイク壁画）も見ごたえあった。 

◆賢いワンちゃん・ねこちゃんたち 

ホテル・お店の入口番をしている犬猫が多い。アストリアホテル

（アルベロベッロ）の元野犬キッカちゃんは、なんと日本人のツアー

客が来ると喜んで、ドゥルッリ見学の道案内をしてくれる!!（ジモチ

ーには吼えていたけど） 

◆見渡す限りの果樹畑 

だいたいどこでも見渡せるところはオリーブかオレンジかブドウ畑、

アーモンド畑は主にシチリア（2 月に桜のように開花するそう）。ウチ

ワサボテンが何所にでも植えてあってちょうど赤い実をつけている

（実をとってみたら細かい棘が両手にたくさんささって難渋）。花も

のは、なんといってもブーゲンビレア（熱帯で見るよりも概して巨木

だ）。またまた驚きはリュウゼツランが多いこと、それも日本では 50

年に一回とか言われる花径をつけたものがたくさんあって、どうも

当地ではしょっちゅう開花して日本のように一度咲いたら枯れると

いうこともないようだ。広大な牧草地も多く見受けられるけど、牛

羊の放牧はごく僅か（11 月だからか??） 

◆陽気なイタリアン 

日本人ダイスキな人が多いようで、野菜市場とか街中でよく声を

かけられる（当然、主に女性に、年齢問わず）ただし、ガイドさんとか

の話によると、イタリアンの男は母親にベタ可愛がりされているマ

ザコンであまり頼りにはならない一方、女の子は厳しく育てられて

しっかりものが多いそうだ。 

◇アルバム 

 

http://photos.yahoo.co.jp/bc/waspa88res/slideshow?&.dir=/

%c6%ee%a5%a4%a5%bf%a5%ea%a5%a2+2005&.src=ph&.vie

w=t 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

事務局からお知らせ 

─────────────────────────── 

◆会報『さざんかの道』25 号は、12 月 17 日に発行・発送されまし

た。お楽しみいただければ幸いです。次号（4 月中旬発行予定）原

稿募集が 6 ページにのっていますので、奮ってご寄稿ください。 

 

◆中野稲門会＿新年会 1 月 21 日(土)夕方 5 時スタート 

 例年、皆様の忘年会が集中することもあり、残念ながらご出席い

ただけない方がございましたが、それならばと、今年度は、新年会

を企画いたしました。会員以外のご伴侶、お子様、お孫さんの同伴

を歓迎いたしますので、是非ともご出席いただきたいと思います。 

 講演としては、医療ジャーナリスト、松井寿一氏の「笑いは百薬の

長」、懇親会には、中野稲門会専属バンド「イナホーズ」の生演奏を

用意しております。 

 春先には、10 月の稲門祭協力のための会費問題でご心配おか

けしました。おかげで稲門祭は無事のり超えられましたが、その結

果、福引抽選券の「参加賞」および「景品(残念ながら一等賞の乗用
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車は当たりませんでした。）」が手元に残りました。新しい年の、例年

とは異なる「新年会」ですので、上記品々（特産品、ホテル宿泊券等

を含む）をお年玉として、福を分かち合いたいと思います。 

   日時   平成 18 年 1 月 21 日(土)17:00～20:00 

       受付 16:30 から 

   会場   中野サンプラザ（ＪＲ中野駅北口） 

   次第  第一部（17:00～18:00）15F・ホレストの間 

        講演「笑いは百薬の長」講師 松井寿一氏 

       第二部（18:10～20:00）同上 

        懇親パーティ 

        中野稲門会専属バンド「イナホーズ」の生演奏

ほか 

   会費   お一人様 7,500 円 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◇キャンパスにおける主な催し 

  http://www.waseda.jp/jp/event/index.html 

─────────────────────────── 

演劇博物館企画展示 現代演劇シリーズ 

「ロイヤル・シェイクスピア・カンパニー 1961－2005」 

【日時】2005/9/26（月）～2006/2/4（土） 

        開館日・時間については開館日カレンダーをご参照くだ

さい。 

        http://www.waseda.jp/enpaku/calendar/index.html 

【会場】早稲田大学演劇博物館 

         3 階「現代」コーナー 

     1 階 シェイクスピア室 

    「When everything seems double―『夏の夜の夢』の世

界」 

【対象】学生・教職員・一般 

【参加方法】入場無料 

【問合せ】演劇博物館 

URL：http://www.waseda.jp/enpaku/special/2005rsc.html 

 

「日英交流 大坂歌舞伎展―上方役者絵と都市文化―」 

【日時】2005/12/1（木）～2006/1/20（金） 

    ※12/23（金）～1/9（月）は休館 

    開館日・時間については開館日カレンダーをご参照くだ

さい。 

【会場】早稲田大学演劇博物館 

    特別展示室、民俗芸能展示室、企画展示室 I・II 

【対象】学生・教職員・一般 

【参加方法】入館料：一般 500 円／学生 400 円（中学生以下は無

料） 

   本学学生・教職員は無料（入場時、学生証・身分証提示） 

      ※20 人以上の団体は 100 円引き 

【問合せ】演劇博物館 

URL:http://www.waseda.jp/enpaku/special/2005kabuki.html 

 

ギャラリー展示「記念事業に支えられた早稲田大学のあゆみ」 

【日時】12/19（月）-1/21（土）10:00-18:00 

    休日・祝日および 12/29-1/5 は閉室 

【会場】ワセダギャラリー（早稲田大学小野梓記念館 1 階） 

【対象】学生・教職員・一般 

【参加方法】入場無料・直接会場へ 

【問合せ】主催：早稲田大学 

お問合せ：早稲田大学創立 125 周年記念事業推進室 Tel:03-

3202-2402 

 

早稲田イルミネーション・プロジェクト 

「WASEDA LIGHT NIGHT!! ～一夜限りの 22 号 館  Dance 

Floor!!～」 

【日時】12/23（金） 18:30-21:00（開場 18:00） 

【会場】22 号館 3 階ラウンジ 

【対象】学生、教職員、一般 

【参加方法】300 円（ビンゴカード、ワンドリンク付）、直接会場へ 

【問合せ】共催：留学センター、 

     平山郁夫記念ボランティアセンター・１２５記念事業

推進室 

     問合せ先：留学センター（安永） 

     TEL：03-3207-1454 E-Mail：cie@list.waseda.jp 

 

早稲田イルミネーション・プロジェクト 

「早稲田に集ふ おふくろの味 ～世界の郷土料理大集合!!～」 

【日時】12/25（日） 15:00-16:30 料理準備＆学生と子供一緒に遊

ぶ！ 

          16:30-19:00 各国郷土料理会食！ 

【会場】22 号館 3 階ラウンジ 

【対象】学生、教職員、一般 

【参加方法】無料、直接会場へ 

【問合せ】共催：留学センター、 

     平山郁夫記念ボランティアセンター・１２５記念事業

推進室 

     問合せ先：留学センター（安永） 

     TEL：03-3207-1454 E-Mail：cie@list.waseda.jp 

 

第 82 回箱根駅伝 必勝激励会「渡辺康幸(なべ)監督を男にする

会」 

(1)【第１部 トークショー】渡辺康幸氏×瀬古利彦氏 司会：馬場

典子氏(日本テレビ) 

(2)【第２部 激励会】「渡辺康幸監督を励ます会」 

【日時】12/25（日） (1)17:00～、 (2)18:20～ 

【会場】(1)早稲田大学小野梓記念講堂、(2)早稲田大学大隈ガーデ

ンハウス 

【対象】一般 

【参加方法】参加費：5,000 円 

【問合せ】主催：渡辺康幸監督を男にする会（代表世話人：瀬古
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利彦） 

     協力：早稲田大学校友会東京都 23 区支部 

     問合せ：渡辺康幸監督を男にする会世話人 

         (早稲田大学渋谷稲門会幹事長）丸山秀一 

Tel:03-3400-2526 

URL:http://www.waseda-

ac.org/kyosobu/2005/image/nabegekireikai051225.jpg 

 

早稲田大学教育最前線講演会シリーズ IV 

「現代生命科学は高校教育を如何に変えるか」 

【日時】12/26（月）13:00-16:30 

【会場】西早稲田キャンパス 14 号館 503 教室 

【対象】学生・教職員・一般 

【参加方法】直接会場へ 

【問合せ】早稲田大学教育総合研究所事務局（14 号館 203 室） 

Tel:03-5286-3838 E-mail:kyosoken@edu.waseda.ac.jp 

 

学術フロンティア「脳機能の性差形成機構」公開シンポジウム 

オーガナイザー：山内兄人氏、佐久間康夫氏、新井康允氏 

【日時】2006 年 1/7（土）10:00-18:30 

【会場】早稲田大学国際会議場 井深大ホール 

【対象】学生・教職員・一般 

【参加方法】直接会場へ 

【問合せ】主催：早稲田大学人間科学学術院 

     学術フロンテア研究拠点「脳機能の性差形成機構」 

     後援：文部科学省特定領域研究「性分化機構の解明」

総括班 

URL:http://www.jinsoken-waseda.jp/news/060107a.html 

 

ひらめき☆ときめき サイエンス 

“中学生・高校生のためのプログラム”ようこそ大学の研究室へ 

早稲田大学『 踊る DNA －遺伝子からヒューマンインターフェー

スまで－ 』 

担当教員：山口佳則（先端科学・健康医療融合研究機構生命医

療工学研究所・助教授） 

【日時】2006 年 1/21（土） 

【会場】早稲田大学 研究開発センター 120-5 号館 科健機構 1 階 

会議室 

   （東京都新宿区早稲田鶴巻町 513） 

【対象】高校生 約５０名（保護者参加可能） 

【参加方法】要事前申込（1/4 締切）、無料。 

      ただし昼食代は 1,000 円以下での自己負担。 

     （昼食中も研究者との交流をして頂きたいため、 

      こちらでお弁当を用意させて頂きます） 

【問合せ】先端科学・健康医療融合研究機構 

URL:http://www.jsps.go.jp/hirameki/ht113_waseda.html 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◇ML 管理にん【Lagoon】         本号送信数 60 

─────────────────────────── 

☆受信メールアドレス変更については、以下ページを開き、旧アド

レスで[退会]（削除）してから、新アドレスにて[参加]をクリックして

ください。 

中野稲門会＞稲門会サイトの案内 

 http://wnakano.moo.jp/guide.html 

☆題自由（趣味のこと、この頃気になること、自己紹介、求む情報

… ） の 投 稿 を 次 の ア ド レ ス ま で お 寄 せ く だ さ い 

wnakano@cs.moo.jp 次号は 2006 年 1 月 20 日配信予定〔前日

に原稿〆〕 

 

☆皆さんから会員へのお知らせ・案内など、中野稲門会ホームペ

ージの掲示板を気軽にご活用ください。 

 http://wnakano.moo.jp/  

☆Web 会報バックナンバーは次の URL から 

http://www.freeml.com/ctrl/html/MessageListForm/wntom

on@freeml.com 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 


