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中野稲門会メールマガジン 2006-01 号（1 月 20 日配信） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◇なかとう句会 ＜ 色づきて白 ＞ 

─────────────────────────── 

                       【シグ子】 

   母転（まろ）びて入院す 見舞いのあとの 落ち葉カサコソ 

   正月と 如月の間の 寒雀 

   萌え初めし 寒の菜種に 氷雨さんさん 

                    【狸の意味深翁】 

   年新た すなおがいいと 想うとき 

   そんな夜は クリームシチュー 気分でしょ 

   土鍋から 煮込みサウンド 流れます 

   冬紡ぎ 真綿装う シクラメン 

   寒に染む 冴えざえと白 福寿草 

   ユズひとつ 浮かべて湯の肌 むかし恋 

   この一年 折目正しく 崩れましょ 

外は雪 ブルーチーズに 白ワイン 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◇夢魂（むたま）川柳 (11) 【家元 ひがし】 

─────────────────────────── 

     大臣は恐牛面で泣き食いし 

     飼い主より賢い犬で犬格者 

     共に越すイエスと仏陀天照らす 

     反骨をぬいで掛けなよエモンカケ 

     苦しかったあの頃懐しと泣き始め 

     求婚をセクハラと思う生ーまんリブ 

     保護法で集合写真顔ぼやけ 

     鐘の音がつかれた女の中で鳴る 

     般若面木彫りの裏でほくそ笑み 

     恋遭遇若者賢人老人愚鈍 

     腹上死それとも本懐尻下死か 

      ９．１１米の喪失命と良心 

 

※今月の投句コーナー 

「今年こそ」を上中又は下の句のどこかに入れて愉快な川柳をどし

どしメール下さい。お待ちしております。家元 東柳  連絡先掲

載サイト http://www.higaship.com/ 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◇海外旅行の変わった話(47)＜ パリの地下鉄のこと(1) ＞ 

【市川孝二】 

─────────────────────────── 

 私の初めての海外旅行は羽田空港からで、モスクワ空港経由の

BACA（現在の BA）でした。ロンドンが最初のヨーロッパの都市で

した。次の都市はパリでした。空港からホテルに行く間に、現地のガ

イドがしきりにオーバー・ブッキングで済まないと言っていました。

少し慣れた仲間たちと、「あの言葉は何？」と言葉の意味を考えま

した。ホテルが最初の予定と違ったことと判りました。「"over book"

とは定員以上の予約を受け付けること」であるとその時に感覚的に

理解しました。 

 団体でバリを見物するのですが、英国と違いバスの入り口を全

員間違えて笑いあったのでした。観光でバスに乗り込む時自分で

間違えたのに、他人の間違いに笑いました。 

 自由行動で初めてパリの地下鉄(メトロ)に乗り込みました。一番

驚いたことは電車は 

「逆の方向」から入ってきます。"アレ！"逆だと 交通制度の違うこ

とを次に体験しました。なにしろ、ロンドンは日本と同じだったので、

バスの「入口とハンドルの違い」は強烈な印象でした。 

 折角のメトロの体験と降りてから広告などをゆっくりと眺めて

「異国の体験」にひたりました。ところが、どのようにして地上に出る

のか判らないので困りました。聞くにも誰もいないのです。あわて

るな。ここは外国だ。すぐに次のメトロが来ると立ち止まって待ちま

した。そのとおり次のお客さんが押し寄せてきて、この後について

地上に出ること出来ました。簡単なことですが、最初は判らずに困

りました。 

 ただ、出口が複数にあり、(わが国でも同じだが)出たら予想と別

の場所だったり。 

パリのコンコルド駅などは、今度こそドンピシャリの出口と思っても

違ったところに出てしまうことが良くあります。旅はこんなところが

面白いのかも。 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◇田舎暮らし(36)＜ ねずんぼ ＞【中野信吾】 

─────────────────────────── 

「その後山へ行ってみたかい？｣ 

「いや、まだ行ってないよ」 

「早く行って確認しておいたほうがいい」 

こんな会話が山の雑木林を伐ってから程なく交わされた。一昨年

の春のことである。 

 

 山の木を伐ってから大分時間がたっていたが、冒頭に掲げた会

話がいつまでも脳裏にこびりついて離れなかった。その場所は自

宅からすぐ裏の山でわずかな空間なのだが、いつでも見に行ける

のと、ふもとからも見上げればその全体が分かるので、そのままに

して今日まできてしまった。一度だけ夏の盛りに指摘された場所を

探してみたが、雑草が生い茂り、周辺が藪と化していたために目指

す目的の物が見当たらなかったのだ。 

だが何のことはない。冬場の現場は遮蔽するものがない。ちゃんと

目の前に大きな木の切り株が鎮座してあった。その切り株は三抱え
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もあるようなケヤキに似た木のようである。もう一つはこの株より

も南に二十メートルも離れたところにもあったがこれは違うようだ。

問題にしている切り株は最初の方である。 

 

「もし（境界が）分からなければ、畑の境と切り株の位置から判断す

ればよい」ということで、寒風の吹く中を確認のために現場へ向か

ったのだ。長年山仕事をしている人の勘は鋭い。彼は下見をしたと

き案内をしてくれた人の言葉を聞き逃さず、周囲の山の状況を見

て判断を下していた。さすがプロだと思った。伐採のとき、素人には

周辺の木々を見ても同じような太さに見えてしまうのだが、プロは

地形や山の尾根とか、先述の大きな木(株)、岩、あるいは沢などや、

植生とか境界上の木の生長の差といったわずかな変化をも見逃さ

ず読み取って仕事をしている。 

山林の所在や境界については、仲間のが最先端技術の GPS を駆

使して所在を突き止めた話はまだ耳新しい。 

※ H 氏ブログ 別棟「葦達の台所」 

http://blog.goo.ne.jp/505saki/c/e6d60c23129fc657656e39368

a5aed9f 

 

 さて表題に掲げた「ねずんぼ」という語だが、あまり聞きなれな

い言葉なので当然方言だろうと推測している。調べてみてもまった

く手がかりがない。アドバイスをくれた件の人に聞いてみると葉に

棘のある木だという。ならば「ヒイラギか」と聞き返してみたら、「そ

んなようだ」という返事が返ってきた。木の株に常緑の葉っぱが付

いていたが、この木は老木になると棘がなくなるというから多分そ

うだろうと思う。雑木林の中にこの一木だけが特異なために境界木

に選ばれ残ってきたものだろうか。利用は周知のごとく節分のとき

の鰯の目刺に添える木の葉とか、木にしなりがあるため石工の金

槌の柄に用いられている。現場の状況がほぼ把握できたので、後

は図面を見て再確認すればそれでよいだろう。 

※ この「ねずんぼ」なる語を知っている方、ぜひご教示願えれば幸

甚であります。 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◇地元中野の偏見満足度(57) ＜ 卒業間近 ＞【上鷺の葦】 

─────────────────────────── 

 中野区の僻地、上鷺宮から中野駅へ行くには、歩きと、複数の交

通機関を乗り継がなければならない。常識的なルートは、３つであ

る。 

(1)歩き 10 分(新青梅街道を越え下井草駅）、バス(下井草－荻窪）、

電車(荻窪－中野） 

(2)歩き 10 分(新青梅街道を越え下井草駅）、バス(下井草－阿佐ヶ

谷）、電車(阿佐ヶ谷－中野） 

(3)歩き 10 分(新青梅街道を越え下井草駅）、電車(下井草－野方）、

バス(野方－中野） 

 

 上記３ルートのうち、一番多く利用するのは、(1)である。(3)は、野

方駅からバス停まで歩きが入るためであり、(2)は、石神井公園ー阿

佐ヶ谷のバスの本数が少ないためである。いずれにしても、不便極

まりない。 

 自宅が僻地にあり、勤務先が中野駅近くである某氏は、自家用車

で通勤をしている。時間的にも早いし、わずか７キロに電車・バス

を利用すれば通勤代が高くて、某氏の会社の社長もいい顔をしな

い。 

 ところが、この問題が昨年末に解決した。中野で初めてのコミュ

ニ テ ィ バ ス 「 な か の ん 」 が 出 来 た か ら で あ る 。

http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/015/d12900024.html 

 これだと、下井草駅まで歩いていた 10 分が半分になり、電車を

使わなくてよいから、交通費が、４割削減される。画期的なこととい

わなくてはなるまい。 

 

 ところで、某氏は、中野区に住んで 50 年を越える。 

 小学校は、鷺宮小学校の分校、武蔵台小学校であり、中学校は、

八中の分校、北中野中学である。そして、小学校も、中学校も学校

は畑の中に建てられたから、校庭は畑の跡地。体育の時間は草む

しりをよくさせられた。新設の分校であったから、プールや体育館

は、卒業するころに出来上がるという状態が常であった。 

※ 地元中野の偏見満足度(36) <鷺宮小学校分校卒>【上鷺の葦】

2004 年 3 月号 

 

 それどころか、確か、上石神井の学院のときも体育館が新しくな

ったのは、卒業間近であった。ようするに、在学中は、それら新しい

施設をほとんど使えなかったのである。 

よくよく、そのような星の下に生まれたらしい。 

するってえーと、中野に住んで 50 年を超え、積年の懸案「なかの

ん」が出来たということは、中野区を卒業する間近ということか。 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◇辛口コラム(3)＜ 政府、人口減で巧妙な情報操作 ＞ 

【執筆者 Z 】 

─────────────────────────── 

◆弱者イジメの予算隠し？ 

 厚生労働省は、昨年暮れも押し迫った 12 月 22 日、突然「日本の

人口は 2005 年から自然減少に入った」と発表した。これまでの予

測では、07 年度から日本が「少子高齢化時代」に入ると予測されて

いた。それが２年前倒しに「05 年をピークに人口減少社会になる」

というのだ。その理由として、流感などで死亡率 が増加することを

あげている。 

 いずれにしても、遅かれ早かれ、日本の人口が減少することは当

然視されていたから、別にあわてることではない。 
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 問題は、12 月 22 日という 発表時期である。実は 、その２日後

の 12 月 24 日、小泉政権は 06 年度政府予算案を閣議決定した。

一般会計予算総額 79 兆円 6860 億円、05 年度当初予算に比べて

約 3 兆円 7000 億円減額した。減額分は、赤字国債の発行減額で

ある。 

 小泉首相は５年前、総理・総裁の公約として「財政再建のため

赤字国債の発行額を 30 兆円に抑える」と公約に掲げていた。06 年

度予算案では赤字国債の発行額は 24 兆 4800 億円だから 30 兆

円を下回る。だから、小泉首相は「財政健全化の公約は果たせた」

と胸を張ってみせた。 

 

 早速、御用マスコミや 学者、評論家は「小泉首相の勇断」などと

ヨイショ花盛りである。 だが、この予算案を子細に見れば、地方向

け公共予算はズタズタに削減され、高齢者の医療・年金制度の改

悪、サラリーマンの実質増税 というべき定率減税廃止（ただし６

年度はその半分、次年度で全廃）とまさに弱者イジメもいいところ。

それに、たばこ増税とのオマケもある。 

 

 財政再建は分かるが、弱者やサラリーマンよりも、まずやるべき

ことがあるではにか。それは史上最高益を謳歌する大企業の法人

税や、減税の恩恵たっぷりの高額所得者への増税措置があるはず

だ。 

 そうした批判を予想してか、突然人口減を、予算案発表の二日

前に発表した。巧妙、狡猾な情報操作と言えないだろうか。つまり

目くらましに人口減をぶっつけて、危機感を煽り、国民の目から弱

者イジメの予算案隠しを狙ったのだ。 

  

◆少子化は政府の無策が原因 

 日本の人口が自然減に入ったという発表は、多くの人びとにとっ

て、日本の前途に悲観的印象を抱いたに違いない。危機感を抱い

た人も多い。人口が減少すれば、経済は停滞し、縮小するかもしれ

ない。若者が街から姿を消し、老人だらけ。社会の活発さも失われ

る。財政再建はますます遠のき、日本は永久の借金国家として世界

から見捨てられる。 

 早速、御用マスコミや御用学者は「少子高齢化に備えて社会福

祉や年金の見直し必要だ」とカネやタイコをたたき出した。つまり

２日後に発表されるイジメ予算案を「人口減」という錦の御旗で擁

護し始めたのだ。 

 おそらく小泉首相も、財務省当局も「してやったり」とその効果の

ほどにほくそ笑んだことだろう。 

 

 だが、人口減は、それほど不幸な社会の到来を意味するのか？ 

 そもそも、人口減少、つまり出生率低下は、歴代自民党政府の無

策が原因である。確かに女性が生涯に生む子供の数（特殊出生

率）は、年々 、減り続け、04 年で 1.29 を割った。最近の人口動態統

計の推計では、05 年は、1.26 前後になりそうだ（読売 05 年 12 月

29 日付）。 

 同じく特殊出生率の低下が進む 先進国でも異例のスピードだ。 

 だが、本当に女性は子供生みたくないのか。あるいは子供が欲し

くないのか。政府が彼女らの本音を聞いたことがあるのか。彼女ら

は「子供が欲しい、産みたい」といっているのだ。だが、経済的不安、

住宅の狭隘、保育所不足、育休期間の短さ、職場復帰の困難、夫の

育休取得困難などで 「産みたくとも、産めない」と言っているのだ。 

 

 確かに少子高齢化は日本だけではない。先進国の共通現象と言

っていよい。だが、先進国はその歯止め策に様々な工夫や対策を

進めている。とくにフランスなどは高額な児童手当や育休期間の長

期化 、出産後の職場復帰の法的保証などで、むしろここ数年、出

生率が下げ止まり、漸増傾向に転じたのだ。 

 やればできる。やらないだけだ。これこそ、政府の無策の最たる

ものだ。その無策を棚に上げて、少子高齢化を福祉・年金削減の

口実にしょうとする魂胆が見え透いている。まさにに政府のの情報

操作以外の 何者でもない。 

  

◆人口減は不幸社会ではない 

 人口減対策はやればできることは前に述べた。また、移民という

手もある。確かに移民は諸刃の刃だ。イギリスのイスラム・テロリ

ストの温床になったり、フランスの青少年の全国暴動も移民２世、

３世が起こしたものだ。だが負の面ばかり見てはいけない。プラス

面も大いにあるのだ。わが国は、移民後発国だけに先発国の経験

を学び取る時間的余裕もある。これからプラス面を積極的に取り

入れ、負の部分を除去すれば、移民政策は、人口減の対策に十分

になりうる。 

 

 また、仮に人口減に突入してからと言って悲観的に見ることは短

絡的すぎる。過去の歴史を見れば、人口減の時に文化芸術が爛熟

したのだ。日本の中世期や江戸期がそうだった。西欧ではルネッサ

ンス・イタリアも人口減のさ中に文化の花が開いたのだ。人口減

は、一人当たりの GDP を多くする。人びとは、豊かで余裕のある生

活が楽しめる。毎日、満員電車の通勤地獄から解放されるという利

点さえあるのだ。 

 政府の情報操作に惑わされて、悲観論に走るなかれ、と言いた

い。 

※「増さんの政治教室」より抜粋 

 http://www33.ocn.ne.jp/̃massan/  
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◇今月のへぇー(35)＜ たかがメール、されどメール ＞【Lagoon】 

─────────────────────────── 

 最新の校友会誌によると、卒業生用の生涯メールアドレスが、来

年には受信転送のみで、送信には使えなくなるそう。 

 このようなメールサービスを提供している慶大、学士会七大学、

一橋、九大、東海、大阪市立等もメール転送のみなので、さすが母

校は IT 環境で一歩上をいくなぁ～と思っていたところだった。要は

本学も抜きん出るところはなくなって他学なみになったということ。 

 

 これまで便利に使ってきただけに残念というか、たった数年でサ

ービスの大幅後退なんてみっともない。それなら初めから大風呂

敷をひろげなければ良かったのに(-_-ﾒ)  

 卒業生の数が半端じゃなくて多いからコストもかかるのだろうけ

ど、見通しの甘さは否めない。一昨年だったか、このシステムのフル

利用のため、わざわざ母校指定のクレジットカードに加入したが、

ばかばかしくなって即日、解約。  

 

※ ただし、大学クレジットカードは、図書館入館カードにも使えるも

のなので、そのご用のある方には便利です。 

また、メールスプールをもたなくても発信メールアドレスを任意に

指定できるソフト（Outlook Express、Becky など）もあるようなの

で、今後テストしてみようとは思っています。 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

事務局からお知らせ 

─────────────────────────── 

◆◆ 明日です ◆◆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

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 7,500 円 

 

◆知の技術 1 月部会：メンバー以外にでも関心おありの方の参

加歓迎 

   日時  1 月 31 日(火) 18:30～ 

   会場  中野駅サンモール魚民 

   テーマ ブログに挑戦 

   幹事  増山さん 

 

◆校友会 東京都 23 区支部大会 3 月 22 日(水) 

 第一部 18:00-大隈講堂【入場無料】 

        講演会 『日本の外交と経済』 田原総一郎氏 

        演奏 早稲田大学交響楽団 

 第二部 19:50-大隈ガーデンハウス【会費 5000 円】 

        懇親会 『白井総長をかこんで』 

参加申込みは、2 月末までに、中野稲門会事務局まで 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◇ 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 ：

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

 

講演会「米国最高裁レンクィスト・コートの裁量上訴」（仮題） 

紙谷雅子氏（学習院大学教授） 
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【日時】2006/1/21（土）10:40-12:10 

【会場】西早稲田キャンパス 9 号館 5 階第 1 会議室 

【対象】学生・教職員・一般 

【参加方法】直接会場へ 

【問合せ】共催：比較法研究所、アメリカ法判例研究会 

 

体験！ 早稲田キャンパス in すみだ 

墨田区・早稲田大学事業連携記念イベント 

【日時】2006/1/28（土）11:00-17:00 

【会場】墨田区役所・すみだリバーサイドホール 

【対象】学生・教職員・一般 

【参加方法】無料・要事前申込 

      往復はがきまたは Fax にて「住所・申込者氏名・

電話/Fax 番号・E メール・ 

      参加者氏名」を明記の上、下記連絡先までお申し込

みください。 

      2006/1/20（金）必着。定員（700 名）を超えた場合は

抽選となります。 

【参加方法】主催：墨田区、早稲田大学 

【問合せ】すみだ中小企業センター 記念イベント担当 

     〒131-0044 墨田区文花 1-19-1 Tel:03-3617-4351 

Fax:03-3617-4340 

     E-mail:event@techno-city.sumida.tokyo.jp 

     URL:http://www.techno-city.sumida.tokyo.jp/ 

 

公開シンポジウム「エジプトを護る―保存の世紀を迎えて：文化

遺産保存の実践と今後」 

【日時】2006/1/28（土）、29（日） 

【会場】早稲田大学国際会議場 

【対象】学生・教職員・一般 

【参加方法】無料・要事前申込 

      申し込み方法： 

      1.ご氏名（年齢）［※複数の場合は全員の氏名］ 

      2.参加希望日と各参加人数 

      3.〒ご住所、お電話番号 

     ［※複数名の場合は代表者の氏名・〒住所・電話番

号］ 

      をご記入の上、FAX・ハガキ・E-mail のいずれか

で下記までお申し込み 

      ください。事務局より入場証を発送します（応募者多

数の場合は抽選）。 

【問合せ】早稲田大学エジプト学研究所広報部内シンポジウム 

     「エジプトを護る」事務局 

     〒169-0051 東京都新宿区西早稲田 2-4-26 エジプト

考古学ビル 

     TEL ：03-5285-1303 FAX：03-5285-1305 E-mail：

egyptclub@egypt.co.jp 

     URL:http://www.egypt.co.jp/news/mamoru.htm 

     URL:http://www.waseda.jp/jp/event/060128.pdf 

(PDF ファイル) 

 

野村證券株式会社寄附講座特別講演会 

リチャード・クー氏（野村総合研究所主席研究員） 

【日時】2006/2/22(水) 14:40-17:50 (日本経済の現状分析） 

    2006/2/24(金) 14:40-17:50 (国際金融市場の実態と虚

像） 

【会場】西早稲田ビル 19 号館 7 階 711 教室 

【対象】学生・一般・教職員 

【参加方法】直接会場へ 

【問合せ】アジア太平洋研究科 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◇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。本メルマガの新規登録も同ページから 

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 2 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 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 


