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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◇なかとう句会 ＜ 春 tubomi ＞ 

───────────────────────── 

 【狸の意味深翁】 

   さよなら冬 モノクロ写真に 綴じこめて 

   春つぶら 想いを秘めて 桜の芽 

   蝋梅の 黄の綺羅綺羅に 春を知る 

   ジェルネイル 愛くすりゆび 恋こゆび 

   キミの指 愛くるしやな さくら貝 

   恋 tubomi 早春だより すみれ草 

   菜の花に グレープフルーツ 春サラダ 

   爪先で 世界を抱くや イナバウワー 

 

   はては 中野の 梅に 降る雨   【シグ子】 

   安房の海 女来島（めらしま）の湯に 鮑浮かべて 

   春一番 すみれに 水を やりましょう 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◇夢魂（むたま）川柳 (13) 【家元 ひがし】 

───────────────────────── 

   負の遺産継承順位一位の子 

   風孕み緋鯉は空に子を宿し 

   ボールペン芯替え元気羨し 

   消防車近所で止まり夜尿症 

   改憲し皆んなで行こう戦場へ 

   モーツアルト人生そのもの破綻調 

   四月馬鹿今日も元気に嘘創ろう 

   玉音とは玉門の音かと赤らめて 

   陽にかざす桜一輪まさに爛漫 

   目出度さに結納寂しさ半返し 

   服は内グリーンブティックお庭外 

   耐震の偽装は一級殺人鬼 

 

※今月の御題は四月馬鹿です。自由に愉快に考え投句下さ

い。お待ちしています。 

 

※この度夢魂川柳集（第 2 巻）を私の美しい？スケッチ付き

でつくりました。第 1 巻と同様に頒布価 1,000 円（郵送料込）

でナント一句 2 円です。希望者の方お知らせ下さればすぐに

お送りします。 

 

※ついでのお知らせ 

 Ⅰ．先月の節分に新橋の日比谷神社で年男をやり、初めて

なのに何故か木遣りの町内巡りも何もかも懐かしく思えまし

た。 

 Ⅱ．3 月 1 日には母校学芸大学附属高校の卒業謝恩会に

おいて生声で 700 人の卒業生と父母の前でカンツォーネとロ

ックと桜々を歌って来ました。声も久しぶりに鳴ってくれました。

子供達に幸あれ。 

 Ⅲ．又 3 月 31 日（金）5:00 頃川口駅前のリリアホールで歌

曲とアリア を 4 曲歌いますので、聞きに来て下さる方御連絡

いただければ御招待いたします。 

 

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(49)＜ 観光バス乗り遅れ ＞【市川

孝二】 

───────────────────────── 

 今回は乗り物関係のことを。私の大失敗は観光バスの乗り

遅れです。1992 年アムステルダムで多くの美術館やフロリア

ーデ(花博覧会)の後に、３年前に夫婦で行ったチューリップの

「キューケンホフ」に行きました。 

 この時は一人でした。アムステルダム駅近くの観光バス乗

り場で少し揉めていました。人数が多くてイタリア人の 25 人

は別の観光バスとなりました。キューケンホフに行く間に隣の

女性と話しました。一人で欧州で観光関係の仕事をしている

方でした。両親は娘に会いに来たのでこの機会にスイスなど

観光旅行中とのことです。 

 

 バスの案内人も隣の女性も帰りのバスの出発時間の厳守

を何度も注意していました。この日の４月 30 日は女王の誕

生日です。中央駅周辺は祝日、「のみの市」なとで車両は入れ

ない。つまり、歩行者天国となる。だから皆さんのために出発

の時間は特別に注意してほしいと。このために、時間に怪しい

イタリア人は別仕立てのバスにしたと。 

 結果はバスが判らずに「乗り遅れた」のです。二度目のキュ

ーケンホフで慢心していました。問題は一番奥の食堂で食事

したことです。時間がかかりましたし、売店で絵葉書など選ん

でいて時間もかりました。定刻の少し前に駐車場に到着した

のに、観光バスの数が多くて時間になっても私のバスを見つ

けられなかったのです。探しに探してやっと、イタリア人用の

別仕立てのバスで帰りました。アメリカ人ご夫婦と私の３人

が最初のバスの「乗り遅れ組」でした。３人はイタリア人並み

になったと笑いました。 

 

街中は大賑わいです。お酒も飲んでおりスクラムを組み、

歩行者天国になったとバスの進入を拒みます。このために「時

間厳守」と言っていたのでした。車はそこで止まりました。聞き

ながら中央駅まで歩き、タクシーで「ホテルおおくら」まで帰り

ました。観光客のためにほそぼそとタクシーの通る道はあって

助かりました。早く通り抜けろと念じながら。夜のホテルの寿

司バーで反省しながら昼間を振り返りました。 
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◇田舎暮らし(38)＜ ねずんぼⅡ ＞【中野信吾】 

───────────────────────── 

 先回（2006/01 号）、この「ねずんぼ」という語について、伝

聞のみで深く詮索もせずヒイラギだと書いてしまった。その後、

修正しなければと気にはかけていたのだが、なかなか手がか

りが得られないまま時間が経過してしまった。現場の話を「見

て来い」といった当のご本人に会ったのでその件を報告した

ところ、「そんなに低い場所ではない。もう一度行って見て来

い」と、促された。私の早とちりで、ヒイラギだなんて早急な判

断をしてしまったことにお詫びして訂正させてもらわなければ

ならない。 

 

 最近読んだ新聞記事に木曽国有林に関する話が掲載され

ていた。（『信濃毎日新聞 060313』）その中に「ネズコ」という

文字に引き付けられた。これだ！ と瞬間思った。方言での

「ねずんぼ」にまず間違いない。いろいろ調べて見たものの、

八方ふさがりで手がかりが得られなかったのが、ひょんなと

ころから解明したようだ。 

 ネズ（杜松）はヒノキ科の常緑樹。日当たりのよい丘陵や花

崗岩地に植生している。樹高は直立で 10 メートルぐらいまで

伸びる。葉は針状に尖っていてさわると痛い。この尖っている

葉先から、ねずみも刺せるということから別名ネズミサシとい

う名称がある。球果は緑色で、熟して紫黒色になる。 

http://aoki2.si.gunma-

u.ac.jp/BotanicalGarden/BotanicalGarden-F.html 

 もう一つ、木曽の王滝村誌に、 

  1708（宝永５）年にヒノキ、サワラ、アスナロ、コウヤマキ

を停止木（ちょうじぼく＝住民による伐採を禁止する）にする

…… 

  1728（享保 13）年にネズコを停止木に追加し、木曽五木

…… 

とある。 

  http://www.kisogawa-bunko.cbr.mlit.go.jp/1/kisso-

VOL29.pdf 

  

 ネズは木曽ヒノキの五木に加えられるだけあって、他のヒノ

キ科のヒノキと比べると数は多くないのではなかろうか。材

質が硬く緻密である。また、建築材、装飾的な部材や土台にも

使われている。土木材、船舶材にも用いられていることは樹脂

が多く腐食しにくいからだろう。だから昔から停止木として保

護されてきた。現在の山地の中ではこの存在がたった一本だ

けなので境界木として用いられても決して不思議ではなかっ

た。 

 

 それが隣の持ち主が山林を伐採したときに、そのとき一緒

に伐ってしまった。恐らく間違って伐ったとは言い切れない。木

材の用途が多岐にわたるからだ。言い訳はいくらもできる。結

局、分からないままにするわけにもいかず、大方の見当をつ

けて冒頭の切り株探しとなったしだいだった。探した切り株は

尾根の上部にそれらしき形を残し、幹と切り離された枯れた

梢とともに見つけられた。本体の幹は磨かれて床の間の材と

して用いられていることだろう。将来のもめごとにならなけれ

ば良いのだが。 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◇辛口コラム(5)＜ マスコミよ、なぜ、ネタ元を報道しない ＞

【執筆者・Ｘ】 

───────────────────────── 

◆民主党に後ろめたいことでも？ 

 西沢孝(32)。 

 この男が、例のライブドア堀江前社長の名前を騙ったニ

セ・メールのネタ元だ。この種のガセネタで、これまでも週刊

誌を手玉に取った札付き記者（記者の名前に価しない男だ

が）である。 

 この男のお陰で「落ち目の三度笠」の小泉政権は救われた。

まさに救世主だ。そして、一時は青菜に塩の武部自民党幹事

長は高笑い。一方、前原民主党は、この男がもたらしたガセネ

タで今や、解党の窮地にさらされている。 

 この男が西沢孝だ。 

 ところが、永田町を震撼さえたこの男のことが一向に表面

に出ない。不思議なことに被害者であるはずの永田寿康民主

党代議士はもちろんのこと、民主党本体からも氏名どころか

素性も明らかにされていない。 

 民主党は「メール問題検証チーム」（座長・玄葉光一郎幹

事長代理を立ち上げ検証するとしているが、「相手が雲隠れ

して検証もできない」と徒に時間の引き延ばしをしている。こ

んな対応では「ガセネタ元の名前を明かしてまずいことでも

あるのでは」と、疑われても仕方がない。例えば金銭授受（当

然考えられる）などがそうだ。しかも、永田議員も「相手との信

義上の問題だ」とこれまた、衆院懲罰委員会で氏名を明かす

ことを拒否している。 

 自民党は、民主党や永田議員の足もとをみてガセネタ元男、

西沢孝を証人喚問するよう要求している。 

 

◆不思議なマスコミの対応 

 さらにこの件に関して、不思議なのはマスコミの対応だ。事

件が表面化して以来このかた、この札付きの元記者の名前を

一向に紙面で明らかにしていない。今、この原稿を執筆してい

る段階（３月 15 日現在）も相変わらず「フリーの元記者」とい

う仮名で報じている。 

 18 歳未満の未成年とか、人物が確定しない状態ならとも
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かく、人物は既に特定されている。週刊誌などは実名、写真入

りでこの札付き男を報じている。 

 マスコミは、普段は「国民の知る権利」などと偉そうなこと

を言っていながら、この腰の引けた対応は何なのか？ 

 かつてロサンゼルス殺人事件の容疑者とされた三浦某か

ら名誉毀損で莫大な損害賠償をとられた後遺症なのか。しか

し、西沢はもともと、この種の世界では有名なワル男なのだ。

しかも、今回のガセネタに限らず同じことを過去に何度も繰り

返している札付きの男なのだ。 

 

◆この種の男には鉄槌を 

 今回の事件も、刑法上の私文書偽造、同行使の容疑が濃

い。いわば反社会的行動を頻繁に、かつ公然と繰り返す男な

のだ。マスコミが、自ら標榜するように「正義の味方」なら、彼

のこれまでの素行を徹底的に洗い、それを紙面に堂々と公開

すべきである。そして鉄槌を下すべきである。 

 新聞のスタッフ、調査・取材能力なら十分それができるは

ずである。新聞より能力、取材網が劣っている週刊誌が、これ

までもこの男の素性を徹底的に調べ上げて紙面に公開して

いる。新聞ができないはずがない。 

 「最近の新聞が面白くない」という批判をよく聞く。特に小

泉政権になってから、政府の提灯記事が多く、批判的論調や

深層を抉るような調査報道が少ない。これでは読者は週刊誌

へ向く。あるいは購読をやめる。最近の新聞の読者数の下落

は、新聞の真の使命を忘れた新聞人の責任である。 

 

※「増さんの政治教室」より抜粋 

 http://www33.ocn.ne.jp/̃massan/  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◇こんな本あります(1) ＜ ふね ＞【上鷺の葦】 

───────────────────────── 

 学院時代は、ボートをやっていた。 

 昭和 38 年、ふらっと、ボート部に入ってしまった。そのときの

情景は、田中英光が、昭和５年に第二学院に入った時 ボー

ト部が勧誘していたそれとそんなに違いがない。 

   

http://www.greencat.jp/gakuin/tanaka/htmlfile/cp2/ta

ntei4.html 

 

 ボートをやっていたという説明をするとき、いつも、このボ

ートの説明で困っていた。 

 公園の貸しボートじゃなくて、とか、ほらレガッタの、とか、ナ

ックルで、とか、競艇いや漕艇とか、言ってそれぞれ説明を加

えるのだが、一言で言い表せないもどかしさがある。 

 英語で、boat は、早い話、「ふね」一般を指す(特に小型）言

葉だから、rowing boat と付け加えなくてはならないが、これ

とて、言葉の上では、漕ぐボートというだけで、あのボートを特

定できない。レガッタはふねの競技会のことだから、ヨットその

他も黙っちゃいないだろう。ナックルだのシェルだのといって

も、船の構造の話だから、話が遠い。競艇といえば、モータボ

ートを思い浮かべるだろうし、漕艇といっても漕ぐボートを漢

字で言っただけ。 

 今では、ボート部、漕艇部といっているのが多いが、昔は、

短艇部、とか端艇部とか言っていた。短艇とか端艇と言っても、

それとて、小さいふねという話でしかない。私のやっていたボ

ートは、何と言ったらいいのでしょう。 

 

 学部の体育の授業は、夏休みだけで単位が取れる「ヨット」

をやった。 

 そのとき覚えた言葉は、クルーザー、スナイプ。多分、それに

乗ったのであろう。 

 昨年、東京都の若洲ヨット教室へ行った。そのとき乗ったふ

ねは、勿論、クルーザーではない。 

 友人に、何に乗ったのと問われて、スナイプと答えたが、そ

れでいいのだろうか。大きいヨットでなければ、スナイプと覚

えているフシがある。 

 

 にわかに迷いだしたのは、田辺英蔵「日本人は海が嫌い」

（光文社文庫 1992 ¥440）を見たからである。※まだ読了はし

ていない。 

 

「一般に欧米人に「ヨット」と言うと、彼らは四十フィート、五十フ

ィート、ときには百フィートを超す豪華船を想像する。"THE 

OXFORD COMPANION TO SHIPS AND SEA"によるヨット

の定義は、「個人所有の、豪華な、遊びのための船」であって、

帆走船である必要はなく、事実多くの豪華ヨットは帆など揚げ

てはいない。」 

 

 ヨットとは、帆がある船で動力が風のふね、と思っていたの

は誤りだとすると、私が、乗ったのは、ヨットなの、スナイプな

の、ディンギーなの？ 以前に、何って言えばいいの。では、

船の種類を見てみると、 

＜船の種類＞ 

  船を用途別に分類すると次の５種類に分けられます。 

  1． 商船（旅客船、貨物船） 

  2． 作業船（タグボートや浚渫船（しゅんせつせん）など） 

  3． 漁船 

  4． 特殊船（調査船など） 

  5． 艦艇 

とある。 

    

http://www.mlit.go.jp/chubu/sennin/syurui1.htm 
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http://www.nmri.go.jp/main/etc/aboutship/aboutship_j

.html 

 これでは、私がやっていたボートはどうなるの。日本語で言

うヨットだって、カヌー、カヤック、それに、平成 22 年まで有効

な私の「小型船舶操縦免許」のふねは、どこに位置するの。 

 

 日本は海洋国家なのだろうか、親水施策というのは言葉だ

け？ 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◇今月のへぇー(37)＜ ヂンチョウゲ ＞【 Lagoon 】 

───────────────────────── 

 このごろは、自宅（中野坂上）から代々木公園へのジョギン

グをしていると、もうそこいら中にヂンチョウゲが咲いてツン

としたようなきつめの香りを漂わせている。 

 さて、この花名は、普通はチンチョウゲかジンチョウゲと表

記される。ただし、沈香という香りに由来しているので、漢字

はチンなのでカタカナで書く時は「ヂ」のほうが風情がある。  

 滅多に使わないかななので、ローマ字入力のとき一瞬迷う

⇒正解は di。  

 

「ジ」と「ヂ」は発音も違うらしいが、ことほどさように日本語は

ムズカシイ。  

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

事務局からお知らせ 

───────────────────────── 

◆3 月 22 日(水)の「東京都 23 区支部大会」へどうぞ 

 当日直接会場にての受付可能です。 

 

 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』 

 

◆中野稲門会 2006 年度総会 

  5 月 21 日(日)16:00～（中野サンプラ）をご予定ください。 

 講演会など詳細は、4 月 22 日発行発送の会報『さざんか

の道 春号』にてご案内 

 

◆新部会「スポーツ観戦同好会」へのお誘い 

 2 月 25 日に設立会合が開かれ、当面の要綱を定めました。 

会サイト＞部会＞ 

 http://wnakano.moo.jp/nbukai/sport.html 

ふるってご参加ください。問合せ：会事務局 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◇キャンパスにおける主な催し 

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

───────────────────────── 

大学写真展「ワセダの杜」－2005 年度卒業記念－ 

【日時】2006/3/20（月）-3/26（日）10:00-18:00（日・祝も開

館） 

【会場】ワセダギャラリー（小野梓記念館 1 階） 

【対象】学生・教職員・一般 

【問合せ】広報室広報課 

 http://www.waseda.jp/jp/culture/exhibition.html 

 

蘭学者と蘭学資料展－古典籍総合データベース公開記念－  

【日時】2006/3/23（木）-5/10（水）10:00-18:00（但し、日曜・

祝日は閉室）   

【会場】早稲田大学総合学術情報センター(中央図書館） 2 階

展示室   

【対象】学生・教職員・一般  

【参加方法】無料・直接会場へ   

【問合せ】中央図書館 

http://www.wul.waseda.ac.jp/TENJI/exb/2005exb05.ht

ml 

 

早稲田大学大学史史料センター 春季企画展 

「土門拳の撮った早大生― 

『早稲田大学政治経済学部経済科卒業アルバム』（1936 年・

1937 年）より」   

【日時】2006/3/25（土）-4/22（土）10:00-17:00（日曜・祝日休

館）   

【会場】西早稲田キャンパス 2 号館 1 階企画展示室   

【対象】 学生・教職員・一般  

【参加方法】 無料・直接会場へ   

【問合せ】大学史資料センター 

http://www.waseda.jp/archives/event.html#2006domon 

 

第 2 回 COE ノーベル・レクチャー 

講師：ロデリック・マッキノン氏 

（ロックフェラー大学教授・2003 年ノーベル化学賞受賞） 

【日時】2006/4/1(土)13:30-17:30 

【会場】早稲田大学国際会議場 井深大記念ホール 

【対象】学生・研究者・教職員 

【参加方法】無料・要事前申込：詳しくは専用ページをご覧

ください。 

【問合せ】主催：21 世紀 COE プログラム（多元要素からなる

自己組織系物理） 
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     共催：特別推進研究木下研究室 

     Tel: 03-5952-5871 Fax: 03-5952-5877 

     E-mail: 

mackinnon_talks@k2.phys.waseda.ac.jp 

http://www.k2.phys.waseda.ac.jp/mackinnon_talks/ 

 

占領期雑誌記事情報データベース完成記念 講演会・シン

ポジウム  

－占領期の雑誌メディアをひらく－  

【日時】2006/4/9（日）10:00-17:40  

【会場】早稲田大学国際会議場 井深大記念ホール   

【対象】学生・教職員・一般  

【参加方法】 無料・申込不要   

【問合せ】主催：20 世紀メディア研究所・早稲田大学現代政

治経済研究所   

http://www8.ocn.ne.jp/̃m20th/lecture/turumi.html 

 

「WTO 紛争解決手続事件における欧州共同体：地域貿易協

定の併存がもたらす諸問題」 

リリアナ・ビューコビッチ氏（ブリティッシュ・コロンビア大学

法学部助教授）   

【日時】2006/4/13（木）16:20-17:50   

【会場】西早稲田キャンパス 9 号館第一会議室   

【対象】学生・教職員・一般  

【参加方法】無料・直接会場へ   

【問合せ】主催：比較法研究所  

http://www.waseda.jp/hiken/index-j.html 

 

大学院日本語教育研究科 完成記念シンポジウム 

「日本語教育学とは何か？－日本語教育の自律性と専門性

の確立をめざして－」   

【日時】2006/5/13(土)14:00-17:00   

【会場】早稲田大学国際会議場 井深大記念ホール   

【対象 学生・教職員・一般  

【参加方法】無料・要事前申込：詳しくは専用ページをご覧

ください。   

【問合せ】大学院日本語教育研究科   

http://www.waseda.jp/gsjal/d_sympo.html 
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◇メールマガジン担当【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 4 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/w

ntomon@freeml.com 
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