
中野稲門会メールマガジン 2006-02 号（2 月 20 日配信） 

 1

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◇なかとう句会 ＜ 冬のカケラ・春のカケラ ＞ 

─────────────────────────── 

   まぶしやな 白きＴＯＫＹＯ めざめ雪 【狸の意味深翁】 

   冬カケラ オンザロックを 流氷で 

   チョコにキス 苦くて甘い むかし恋 

   あのねのね 苺スイーツ おちょぼ口 

   春カケラ 指さすさきに 梅一輪 

   押し花を キミに贈ろう 梅栞 

   待つ春や 三面鏡を ひらきましょ 

   きさらぎは 春のドラマの パートｏｎｅ 

 

   新年会 晦日（つごもり）までは 幾夜ある？【シグ子】 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◇夢魂（むたま）川柳 (12) 【家元 ひがし】 

─────────────────────────── 

       ホリエモン無念の挫折デッドドア－ 

   亀さんが犬の刺客をホリエモン 

    （おまわりさんの元大将の亀なんとかという方広島にいま

すね） 

   一ガキが十億バイトでアルバイト 

   トイレにて川柳詠んでも匂い無し 

   「ハハシス」は今日から君は使えない 

   南無々とチンは心の朝化粧 

   生きる者ひたすら歩くハイキング 

   美人女医胃カメラ怨念ごっちゃまぜ 

   孫笑顔錦の切れに包みたい 

   軍服は談合やめると失職し 

   アレルギー冬痒くて不愉快だ 

 

※ 3 月 1 日にわが母校学芸大学附属高校の卒業謝恩会で 7 曲歌

う機会を得ました。凛とした気持が子供達の心を刺しますように。 

 

※ 1 月の投句コーナー「今年こそ」への投句約 20 のうち秀 2 句を

ご紹介します。 

  「今年こそ・・・なに考えてるのと女房の目」藤井稔様 

    家元蛇足 ほのぼのと人間らしさが描かれていて「どう

せ 1 年続かないんだから」という声も聞こえて来ます。我が家の場

合の「子犬の目」よりましです。 

  「今年こそ毎年刻むこの言葉 来年言わずに済みますように」

加藤幸弘様 

    家元返句「今年こそ毎年刻むこの言葉 来年も元気で言

ってやる！」 

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(48)＜ パリの地下鉄のこと(2) ＞ 

【市川孝二】 

─────────────────────────── 

 何とはなしにメトロに乗っていましたが、聞けばパリの地下鉄は危

険とのことです。 

４年ほど前の年末にコンコルド駅からマドレ-ﾇ経由オペラ駅まで乗

りました。この時は「掏り団」に狙われて嫌な想いをしました。ホテル

は「クリヨン」で、歩いても行ける距離でしたが、小雨のため地下鉄

の二つ先のオペラまでメトロを利用しました。この年のパリは暖冬

でコートをオペラ座に預けるのも面倒だと背広のまま出かけました。 

 

 乗ってすぐに 20 歳位の女の子が「よろけて」私に寄り掛かります。

コレが実は「すり」でした。回りは仲間の数人の男たちです。初めは

身障者で電車の動きで「よろめいた」と思いました。見知らぬおばさ

んが「手」を大きく廻してしてコッチに来いとのジェスチャーです。移

動しても、また移動しても「よろけ」てきます。ここで、おかしいとやっ

と気がつきました。「女すり」は 「避けよ」と声出して合図したおば

さんに大声で怒鳴ってマドレーヌ駅で降りました。おばさんはポケッ

ト見ろ、盗られなかったと聞きます。幸いに後ろポケットにあった 500

ユーロほど入りの財布は盗られませんでした。乗ったコンコルド駅

から次のマドレーヌ駅までのたった２分間のことてした。 

 

 このおばさんは私が「すり団」に囲まれている事を見て親切に教

えてくれたのです。 

オペラ座での出し物はバレエの「パキータ」でした。後ろポケットの

大金は盗られなかったが、ズボンの右ポケットに入れてあった 5,10

ユーロの二枚のお札は「消えて」いました。それにしても、お見事な

「女すり」でした。実害にあったのは始めてでした。 

 反省は、暖冬でコートを着なかったこと、小雨で歩かずにメトロを

使ったことでした。メトロはやはり注意しないと駄目です。メトロに乗

り込む時に「すり団」に目を付けられたのでした。こんな訳で帰りは

タクシーを利用しました。オペラ座前からホテルまで５ユーロでした。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◇田舎暮らし(37)＜ 寒の内 ＞【中野信吾】 

─────────────────────────── 

 昨夜の天気予報が 20 センチの積雪を予報していた。夜半を回っ

て就寝するときは、まだ降雪の気配はなく星空だった。ここのところ

当地の天気予報は当たる確立が高かった。なぜそんなに気にする

かというと、明日は母を町の病院まで定期健診で連れて行かねば

ならないからだ。出掛ける前に一通りの家事を済ませ、もし降雪が

あったならば、家の路地から道路に出るまでの除雪という仕事が一

つ増える。おまけに雪道ならば時間がかかる。それに予約している

から、その時間までに行かねばならないという制約がある。そんな

ことで、久しぶりに夜明け前に目が覚めてしまった。 
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 天気予報の当たる確立が高いと書いたが、この日だけは予報ど

おりでなかった。明け方の凍みこみは強かったが心配した降雪はそ

れほどでもなかった。 

今年の冬はことのほか寒い。それも半端な寒さじゃない。百年以上

も経つこの家の中で生活していると、どの部屋も隙間風が入り込み、

まるで「冷凍庫」の中にいるようだ。よくもまあここで生活しているな

と妙に感心する。昨今でも家の中を部分的に改造していても、夏型

に設計された養蚕農家の構造では隙間風だらけなのだ。昔はこん

な家で冬場を過ごしていて、寒さはあってもそれほど寒さを感じて

いなかったのかと不思議に思ったりもした。 

 

 当時はまだ台所に囲炉裏があった。養蚕農家だから天井は低い。

だが、囲炉裏の煙が天井の一角を抜けて上屋にいき大屋根の煙出

しから出る時は、煙というほどのものではなかったような記憶があ

る。この煙という暖気が部屋中を温めていたのかもしれない。天井

も柱も床も板戸もみんな煤でいぶされ黒く、雑巾で拭いた後は黒光

りしていた。囲炉裏で燃やした煤や灰は、いつのまにか部屋中に広

がり掃除が大変だった。でも、煙のおかげで建物が害虫にやられず

今日まで残ることができたのだろう。それが、昨年思わぬところがシ

ロアリの害にやられた。普通は根太や大引きや土台、見えない床板

に被害が見られるが、こともあろうに二階の 30 センチもある長押の

外側が被害にあった。よく目に付くところだから直ぐに気付いたのだ

が、中までは被害が及んでいなかったのがもっけの幸いだった。囲

炉裏やかまどが我が家から除かれて相当の年月が経つ。煙の効用

が効かなくなったのだろう。 

 

 長年東京という暖かいところに住んでいたということもあるが、身

体がこの土地の気候に順化するまでに若干の時間差を感じている。

ここでの寒さの体験は、東京では暖かく感ずる。雪は多く降らない代

わりに晴天が続き、朝晩の冷え込みが時として軽井沢よりも低くな

ることがある。標高は軽井沢よりも当地のほうが 200 メータ以上も

低い。それなのに高原盆地と放射冷却という条件が寒さを倍加して

いるのだろう。同じ長野県でも北部の豪雪地帯からくらべれば、雪

がないだけでも生活がしやすいと県北の人はいう。でもその分、当

地は寒さが厳しいのかもしれない。だから、峠を越えて群馬県に入

ると、この時期に農作業をしている光景を見ることができる。うらや

ましいかぎりだ。当地ではまだ土は凍っていてとても農作業どころ

ではないのに。 

 

※ 前号記事の訂正 

『…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…』について《仲間の

H 氏が》に訂正いたします。＿編集担当 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◇辛口コラム(4)＜ 安倍さんよ、総裁選に立ってはいけない ＞【増

山榮太郎 】 

─────────────────────────── 

◆総理総裁は間違いないが・・・ 

 こんなことを書くと全国の安倍ファンから叱られそうだ。だが、安

倍晋三官房長官は今秋の自民党総裁選には立っていけない。それ

は安倍氏個人のためばかりでなく、日本国民のためでもあるからだ。 

 確かにポスト小泉の有力候補者「麻垣康三」の中で安倍さんがダ

ントツの人気だ。今回の総裁予備選は、国民投票的意味合いが加

味されそうなので、もし、安倍さんが総裁選に出馬すれば予備選第

一位になることは間違ない。そうなれば、その後の党所属国会議員

による投票も予備選の結果が影響を及ぼすことは必至だ。しかも、

来年七月には参院選がある。場合によっては衆参同日選の可能性

さえも出てくる。そうであればなおのこと、国民的人気の高い安倍さ

んを総理総裁に担ぎたくなる。選挙戦が有利になるからだ。 

 事実、小泉首相は「衆院選であれ、参院選であれ、勝てる総裁の

下で戦いたいというのは、かなり重要な要素になる」（１月１１日、

トルコ・イスタンブールでの記者会見）と安倍さんを念頭に置いた

発言をしている。小泉氏は、その前にも安倍さんを名指しで「逃げる

な」と出馬をケシかけている。目下、新人議員８３人のうち小泉チ

ルドレンは５０人を超すという。彼らが小泉氏と投票行動を共にす

ることは確実だ。そうであれば、安倍さんの総理総裁は決まったも同

然である。 

 

◆日中は一触即発の危機 

 にもかかわらず、安倍さんは総裁選に立つべきではない。その理

由は、もちろん森喜朗前首相のような「温存論」もある。確かに安倍

さんは毛並みもよい。ルックスもよい。国民受けのする総理総裁で

ある。しかし、森氏も指摘するように選挙には必ず”揺り戻し”がある。

ポスト小泉の内閣は、否応もなく財政再建のため増税路線の地雷

原を突っ走らなければならない。「どんな総理総裁でも袋叩きなる」

（森前首相）ことは間違いない。 

 だが、筆者が安倍不出馬論を主張するのはそれだけではない。

日中問題の解決には安倍さんが不適任だと思うからである。安倍さ

んの外交的能力をうんぬんするのではない。「靖国問題」を含め安

倍さんの過去の言動からみてそう考える。つまり本人の意思と関係

なく、好むと好まざるとにかかわらず”安倍総理”になれば日中間に

「よもやの不測事態」を招きかねないからである。 

 こんなことを書くと、大袈裟な、と嗤われるかもしれない。だが、日

中間は今誰が見ても一触即発の危機にある。例えば２年前の上海

領事自殺事件を見てもわかる。通常の外交ルートの論議を離れ、売

り言葉に買い言葉、罵り合いである。この感情路線をそのまま突っ

走ればその先、どんな事態が待ち構えているのか。当事者はそれを

承知の上で落としどころをなく、喧嘩を続けているのだろうか。 
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◆双方の嫌悪感が憎悪感に 

 そもそも２年前の事件が、なぜこの時点で表面化したのか。週刊

誌へのリークが発端だが、女性をネタにスパイを強要するこの種の

事件は、冷戦時代の旧ソ連のお家芸だが、どこの国でもやっている

ことだ。それだけに外交慣例上、表面化させずに隠密裏に処理する。

事件を表面化させるのは野暮の骨頂というものだ。外務省が内部

で処理しようとしたのもそうした理由からであろう。表面化させたの

が首相官邸筋だと言うから、何おかいわんや。 

 確かに事件は中国側に非がある。しかし、日本側にも反省すべき

点はなかったか。自殺した本人には気の毒だが、外地での外交官と

して危機意識に欠けていなかったか、監督すべき上司、引いてはわ

が外務省に責任はないのか。この点を踏まえて冷静に処理するの

が大人の対応である。感情の赴くままに突っ走ればただでさえ悪化

しつつある双方の民族感情をいやが上に煽る。最近の調査によれ

ば、日本人の対中嫌悪感は５０％を超す。だが、中国人にも同様の

調査結果が出ている。「靖国」に端を発した日中首脳間の断絶状態、

それに輪をかける両国マスメデイアの無責任な反日、反中国論調

の高まりは、民族的嫌悪感をやがて民族的憎悪感に転化させてし

まうだろう。満州事件からシナ事変への過去の歴史をたどれば、そ

のことが歴然とする。 

 ある日、突然、東シナ海の中国側油田開発の現場上空で日中双

方の戦闘機が戦火を交える。そんな悪夢が今すぐ来ないとも限ら

ない。 

 

◆米国は参戦しない？ 

 小泉首相は「靖国を総裁選の争点にすべきでない」（前述イスタ

ンブール発言）と述べた。小泉発言は「靖国参拝」を公言している安

倍擁護であろう。確かに小泉氏のいうように「靖国」は日本人の心の

問題である。他国が容喙し干渉すべきでない。しかし、一国の総理

大臣という公的の人間が参拝するとなれば、一個人の心の問題で

はなくなる。それはＡ級戦犯の合祀が絡むからである。この問題に

ついて日本人の間でも様々な意見があることは承知している。だが、

国際的に見れば明らかにルール違反である。米国の論調が、「靖国」

について次第に厳しさを増していることでもわかる。いささか極端

かもしれないが、米国人にとっては、今もって東条元首相はヒットラ

ー並みの感覚で捉えられているのだ。 

「小泉・ブッシュは友人だから安心だ」と多くの日本人は考えている。

確かにその通りかもしれない。しかし、”日本大嫌い・中国贔屓”の

ゼーリック氏が国務副長官に就任してから国務省の対日路線の軸

足は微妙に変わりつつあるのを日本人は気づいているだろうか。知

日派がブッシュ政権から一斉に去ったのも不気味だ。「日米安保が

あるから大丈夫サ」と思っていたら飛んでもないことになる。 

 このような国際環境、さらに対中関係を考えれば「ライト打法」

（森前首相）の”安倍総理”はしばらくガマンして貰った方が本人の

ためにも、そして、日本国民のためにも良しとしなければなるまい。 

※「増さんの政治教室」より抜粋 

 http://www33.ocn.ne.jp/̃massan/  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◇日本ラグビー選手権 ＜ 早稲田対東芝府中 ＞【篠本京二】 

─────────────────────────── 

 秩父宮ラグビー場は風もない曇天の中、ほぼ満員の大観衆の中、

早稲田のキックオッフで前半が開始。早稲田は高速パス、走力、タッ

クルと東芝府中に拮抗しながらもスクラム戦で押し込まれ、No.6FL

豊田が激しいコンタクトで負傷退場するも 0 対 12 で止まり前半終

了。  

後半に入ると、東芝府中の激しく強いラック・モールと俊敏で強

力なパス回しに、No.2HO 青木選手が負傷で一時退場、No.11WTB

首藤選手が負傷で退場の事態となり、次第に早稲田が劣勢。また前

回のトヨタ戦で成功したラインアウトボールの奪取はなく、マイボー

ルが東芝府中に殆ど奪取される始末。こんな苦しい戦況の中で、敵

陣ゴール寸前の東芝府中のペナルテーに対して、コンバーションゴ

ールを選択しないで早稲田らしく挑戦の気構えでスクラムを選びト

ライに挑戦するも不成功が２回。 

  

 昨日上井草練習場で試合前練習を見学。その際繰り返し練習し

てきた、ドロップゴールを２度狙いましたが残念ながらゴールポス

トを外し、また敵陣ゴールライン近くからインゴール内へのハイパン

トによるトライを狙いましたが、東芝府中の選手にボールをキャッチ

され不成功で秘策も実らず。 

  

 遂にオフサイドの笛が鳴り、早稲田は 0 対 43 で東芝府中に完敗

し、佐々木組の戦いが燃え尽きてしまいました。早稲田はトップリー

グ一位、マイクロソフト一位の２冠王の東芝府中に全身全霊で試合

を挑みましたが、東芝府中の鉄壁の如きＦＷ陣、タックルした早稲

田の選手を引きずりながらも強力に前進する FW 陣、俊敏で高

速・適格なパス回しの前に屈してしまった訳です。 

 

来年度（平成 18 年 4 月以降ですが）は新監督、新主将の下にこれ

らの欠点を克服して、再度日本ラグビー選手権大会の準決勝に挑

んでほしいものです。 

 

※ 同選手権１回戦早稲田対タマリバ、２回戦早稲田対トヨタの観

戦記は、本会サイト新着掲示板にてお読みいただけます。 

※ 本会メンバーが気軽に集っていただける場として「スポーツ観戦

同好会」が新設されます。どうぞ立上げミーティング（2 月 25 日、

18:00-、中野駅北口の香港亭）へぶらりとご参会ください。世話人は

篠本さん（TEL 03-3386-1075 shinomoto@m9.dion.ne.jp） 
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◇今月のへぇー(36)＜ 暦は奥が深い ＞【Lagoon】 

─────────────────────────── 

 2 月 4 日は立春。今使っている十年日記や、以前の十年日記

（1994-2003）の今日を調べてみると、確かに 2 月 4 日は立春となっ

ている。暦の解説サイトでは、2/4 ごろ、と記されているだけで、必ず

しも 4 日とは限らないようだ。 

 気になって、1940 年から 2040 年の 100 年間を調べると、やはり、

2 月 5 日となるのは 17 回、2 月 3 日が 4 回あった。つまり 2 月 4 日

が立春とならない年が 21%はある。それにしても、1985 年から 2013

年までの 28 年間は全て 2 月 4 日だったりと、よくわからないけど悠

久の太陽暦だ(^o^)丿  

 

 ちなみに本日 20 日は、六曜でいうと「大安」。ご存知の方も多い

と思いますが、六曜は先勝（1 月・7 月）→友引（2 月・8 月）→先負

（3 月・9 月）→仏滅（4 月・10 月）→大安（5 月・11 月）→赤口（6

月・12 月）の順で繰り返す。カッコ内が旧暦の毎月 1 日の六曜配

当。 

つまり、旧暦では月日により六曜が決められているだけで、この点

から全く合理性も意味合いもないものということが伺える。新暦の

カレンダーの上では、規則正しく循環していたものがある日突然途

切れたり、同じ日の六曜が年によって、月によって異なっていたりす

るので神秘的な感じを与えているだけ。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

事務局からお知らせ 

─────────────────────────── 

◆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』 

 ふるってご参加下さい。申込みは、2 月末までに、中野稲門会事務

局まで 

  TEL 03-3384-1400 Email:wnakano@cs.moo.jp 

 

◆1 月 21 日開催の新年会へご参集いただきましてありがとうござ

いました。 

新年会アルバム http://wnakano.moo.jp/bonen/06sinnen.html 

校友会東京 23 区支部のニュースレターにも紹介されました（pdf 

2/21 発行のための暫定版）  

http://wnakano.moo.jp/bonen/23ku060221.pdf 

 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◇キャンパスにおける主な催し 

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

─────────────────────────── 

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 

 

国際シンポジウム「日本とドイツにおける公営企業の民営化」 

－日本におけるドイツ年 2005/2006－（ドイツ語・日本語 同時通

訳） 

【日時】2006/2/24(金)・25（土） 

【会場】東京ドイツ文化センター 

（東京都港区赤坂 7-5-56 ドイツ文化会館内） 

【対象】学生・一般・教職員 

【参加方法】無料・要事前申込：こちらから 

【問合せ】独日法律家協会・早稲田大学２１世紀 COE（企業法制

と法創造） 

https://www.21coe-win-cls.org/info/nichidoku.php 

 

産研講演会「雑誌広告クリエーティブの現場から－英米の広告を素

材として－」 

講演者：三浦一則氏 

（株式会社電通 クリエーティブディレクション局コピーライター） 

世話人：渡辺洋一氏(早稲田大学商学学術院教授)  

【日時】2006/2/25(土)14:00-16:00 

【会場】早稲田大学 国際会議場 3 階第 1 会議室 

【対象】本学学生・教職員・一般 

【参加方法】無料・直接会場へ 

【問合せ】主催：早稲田大学産業経営研究所 後援：早稲田大学

キャリアセンター 

http://www.waseda.jp/sanken/kouenkai/top.html 

 

「中国受験生事情 ～『なんたって高三！（正是高三時）』著者・許

旭文氏に聞く」 

講師：許 旭文氏（作家） 

司会：木下俊彦氏 （国際教養学術院教授） 

講師紹介：千葉 明氏 外務省国際報道官（講師著書の邦訳者） 

使用言語：中国語（日本語逐語通訳つき）  

【日時】2006/2/27（月)15:30-17:30 
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【会場】西早稲田キャンパス 22 号館 5 階 502 室 

【対象】学生・教職員・一般 

【 参 加 方 法 】 無 料 ・ メ ー ル に て 申 し 込 み E-mail: 

lecture01@list.waseda.jp 

【問合せ】共催：早稲田大学日本アジア経営・技術統合研究所/日

本僑報社 

http://www.waseda.jp/intl-ac/xulecture.htm 

 

2005 年ノーベル文学賞受賞作家ハロルド・ピンターをめぐって 

『灰から灰へ』リーディングとトーク 

【日時】2006/3/10（金）14：00-16：30 

【会場】文学部キャンパス 36 号館 演劇映像実習室 

【対象】学生・教職員・一般 

【参加方法】入場無料・予約不要 

【問合せ】演劇博物館 演 劇 研 究 セ ン タ ー  E-mail: 21coe-

enoffice@list.waseda.jp 

http://www.waseda.jp/prj-21coe-

enpaku/jp/course/course03_02.html#20060310 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◇ML 管理にん【Lagoon】         本号送信数 60 

─────────────────────────── 

☆【上鷺の葦】さんの＜ 地元中野の偏見満足度 ＞は、筆者が林民

プロジェクトで忙しくて(^o^)丿 今月はお休み。 

 

☆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 3 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 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

－了－ 


