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◇なかとう句会 ＜ 花あそび ＞

─────────────────────────

　　　早咲きの　桜と梅が　春奏で　【狸の意味深翁】

　　　贈ります　香水瓶で　梅の香を

　　　目に映える　あざやかに白　木蓮の

　　　街ピンク　桜ふる夜の　ドラマかな

　　　花さんぽ　歩きつかれて　膝枕

　　　子守唄　こころいやされ　花時間

　　　花あそび　桜酔いしれ　春霞

　　　風に散り　みどり冴えざえ　葉桜や

　　　卯月きて　和の美あじわう　花手帖

　　　春深し　はえ　よたよたと　寒もどる 　【シグ子】

　　　去来抄　読みすすむ間の　桜かな

　　　菜の花や　頭もたげて　皐月待つ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◇夢魂（むたま）川柳 (14) 【家元 ひがし】

─────────────────────────

　　　　いざ帰らん小さな我が家の大聖堂

　　　　保を割って保保を寄せ合い 2 大政党

　　　　誤審敗球史に一勝王ダフル（家元蛇足　御心配九

死に一生ワンダフル）

　　　　ワンセグでテレビ見られて帰らぬ娘

　　　　うまし女に微かに動く活断層

　　　　蝶ネクタイくれたあの娘と超肉体関係

　　　　彼岸をばクイックターンで蹴り此岸

　　　　ムハンマド怒りアヒルの子も殺し（家元蛇足　風刺

マンガとアンデルセン）

　　　　巫女達の車内携帯笏の種

　　　　堂々と威嚇ライトに犬小便

　　　　検索し説明集め思考せず

　　　　歌歌い絵と恥かいて川柳役者

　　　

※ 3 月の投句コーナー「四月馬鹿」は甲乙付けがたく皆乙

乙？だったので一挙掲載します。

　四月馬鹿五月も馬鹿でいつも馬鹿　　（遠藤智様）

　4 月馬鹿毎月四月だこの俺は　　（渡辺忠様）

　初日の訓示からして 4 月馬鹿（新卒マン)　（西村淳一様）

　毎日が 4 月馬鹿かなどこかの総理（改革男）　（〃）

　3 月にミスジャッジの 4 月馬鹿（WBC 野球ファン）　　（〃）

　議会より結婚報告 4 月馬鹿(タイゾー）　　（西村淳一様）

　大嘘の世に四月バカの影薄く　（藤井稔様）

　四月バカ真の大嘘に兜脱ぎ　　(〃）

　四月バカ驚き笑う世がほしい　　（〃）

　ポリティシャン日常生活四月バカ　　（〃）

　建築士四月バカを地で行って　　（〃）

　四月馬鹿現実離れのタネはなく　　（藤井稔様）

　「四月馬鹿今日だけ嘘をやめとこう」　（家元蛇足）

※ 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。家元 東柳  連絡先掲載サイト

http://www.higaship.com/

※ついでのお知らせ：5 月 7 日（日）PM4：30 より三軒茶屋

キャロットタワー内のシアタートラムにて、世田谷区のクラシッ

ク音楽の祭典「くりっくフリーステージ」が行われ、今年も私は

約 3 時間半の司会と途中 PM5：00 よりカンツォーネを歌い

ます。是非御来場をお待ちしております。（区担当　TEL03-

5432-1559）

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◇海外旅行の変わった話(50)

　　　　　　　　　　＜ バイロイト音楽祭 ＞【市川孝二】

─────────────────────────

　以前の事です。音楽の団体旅行に参加して憧れの「ミラノ

のスカラ座」でオペラを鑑賞しました。或る人が「CD の世界

だ」と幕間の休み時間で「なげいて」いました。聞けば前の座

席の人が大きくて舞台が見えず音楽のみ聴いており、CD を

聞いているみたいと。

　バイロイト音楽祭は７月下旬から８月末までドイツのバイ

ロイトで開かれます。

ニュールンベルグから約 100 ㌔離れた人口７万人の小都市

はリヒアルト・ワーグナーだけの音楽（楽劇・歌劇）が上演さ

れます。世界中から札付きの【ワグナリアン】が駆けつけて、一

種独的な雰囲気となります。何を隠そう。私は日本ワーグナ

ー協会の会員です。かなりの Wagner ファンです。私のホー

ムページのなかでも、私のバイロイト・レポートを「写真」・「"

開幕の合図"の音声」付で出しています。（「メニュ－」があり

「市川の旅の記録⑧」を御覧下さい）

　以前の第一夜の「ワルキュ－レ」のことです。私の前に座っ

た女の人は大きい人でした。舞台が見えません。とっさに以前

の「スカラ座」の事を思い出しました。運が悪かった。横幅もあ

り、身体を左に寄せて舞台を見ました。私の左に座った女の人

は、この事情を知り私に文句を言わずに、助かりました。楽劇

が終わり、出口に向かうときに前の女を改めて見ました。一段

と下った席なのに上の段の私と同じ高さです。背が高い物凄

い大女です。第二夜でもこの大女で苦労することを予想しま

した。が、第二夜は違う人が座り助かりました。この訳は簡単

でした。団体でバイロイトに来ており座席は『交代』でした。座
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席の公平を保っているみたいでした。

　一連のワーグナーが終わり、ニュールンベルグ空港から帰

りました。私と同じくアメリカ人のクル－プも空港の待合室に

いました。なんとその中にあの大女も仲間と談笑していました。

あの大女も帰国の途中でした。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◇田舎暮らし(39)＜ 旬のもの ＞【中野信吾】

─────────────────────────

　3 月から 4 月にかけて桜の便りが聞かれるようになって、

雨が多くなってきた。つい先日までは遅霜注意報が出ていた。

朝方など自動車の屋根には真っ白に飾り立てられるぐらい冷

え込んでいた。それが日中は日が差せば、陽だまりは汗ばむ

ような陽気になる。日差しも強くなってきた。しかし、まだ風は

冷たい。もう雪は降らないだろう。それだけ暖かくなった証拠

に、庭の草花の芽が一斉に芽吹き出した。寒冷地の当地でも

お彼岸が過ぎればそろそろ種まきの準備に入る。毎年我が家

では最初に絹さやエンドウの種を蒔く。それがここのところの

雨でようやく芽が出てきた。蒔いてから約 2 週間とちょっと。

日時をかけて地上に顔を出したのだ。霜よけにトンネルでも

すればもう少し早く発芽していただろうと思う。ま、手間をか

けずのんびり自然体で行こうか。

　普通旬のものというと、魚介類や山野菜など季節ごとに初

物として採れた時を指していたものだろう。我が家では自給

自足だから時期が来れば収穫するときのものをもって初物と

している。暖地に別荘を持つ H 氏は、3 月中旬にジャガイモを

蒔いた。それから 1 ヶ月遅れで当方も蒔いた。ジャガイモなど

はすでに店頭に新ジャガとして出回っている。今出回るのであ

れば、昨年の暮れに植え付けしたものだろう。霜があまり降り

ない鹿児島や長崎などの暖地からのものだ。ハウスの中で

栽培すればできないことはないが、コストがそれなりにかか

る。

　以前は旬のものにこだわったときもあった。まだ養殖や促成

栽培などがあまり普及していなかった。ものが市場にそんな

に出回っていないから、ちょっとだけ他よりも得をしたという

気持ちだった。それに値段も少し高かった。いまではものが一

年中途切れることなく豊富にあって、季節感はうすれ、お金さ

え払えばなんでも買えるようになってしまった。味はいまいち

であっても形が整っていればそれでよいのかもしれない。だ

から「そんなもんだ」という感覚が全体に定着しているようだ。

太陽をさんさんと浴び自然に近い状態で収穫されたトマトや

キュウリなどは、味がぜんぜん違う。本物の味だ。やはり露地

ものが懐かしい。今年もこれを目指そう。

　ところで気温が急に上がってきて山肌にもどこか湿っぽく

生気がただよってきた。カラマツの芽も大きく膨らみ始めてい

る。後一日もすれば山はうっすらと黄緑に変わっていくだろう。

ついこのあいだまでと思っていたが、枯葉の間をかきわけて

フキノトウをとっていたときと周辺の景色が一変してきた。フ

キノトウも市販されているものと比べると、苦味が違う。もう一

つ。タラの芽だ。自分のうちの山はクヌギの雑木林の記憶し

かなかった。いつの間にかこんなにタラの木が生えていたの

かと不思議に思うのだが、新しい発見だった。後一週間も経て

ばかたい芽にも新芽が出てくるだろう。まずは収穫の時期を

逃さないことだ。山菜の王様だから、人様に採られる前にこち

らが採らなければならない。虎視眈々と狙っている人はたくさ

んいる。自分の山でも人目につく里山はゲットすることが難し

い。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◇辛口コラム(6)

＜ 福田さんよ、総裁選に立つべし＝日中開戦を回避できる

のはあなただけだ＞

　　　　　　【執筆者・増山榮太郎＝政治ジャーナリスト】

─────────────────────────

◆暴発寸前のナショナリズム

　小泉政権はこの４月で政権発足満５年を迎える。その功

罪についてさまざまな評価が下されよう。もちろん、筆者も

「功」の部分を評価することにやぶさかではない。だが、それ

にもまして「罪」の大きさに目をつぶるわけにはいかない。そ

れは「靖国参拝」を契機に日本人のナショナリズムを危険的

なまでに高揚させてしまったことだ。どこの国にもナショナリズ

ムはある。愛国心もある。だが、健全な段階に留まっている間

はまだよい。しかし、暴走し出すとどんな政治家でも止められ

ない。筆者のような昭和一ケタ生まれは、その怖さを肌身に

沁みて知っている。そうした怖さを知っている政治家や言論

人は次第に鬼籍に入りつつある。入らないまでも「愛国心」の

名を借りた言論の暴力の前に次第に沈黙を強いられている。

ナショナリズムの矛先は今や、日中関係に向かいつつある。双

方の険悪化は異常である。それを誇張だと思うならネットの

書き込みを覗いてみるがいい。そこには「中国の脅威に毅然

と対峙せよ」などはまだ穏健な方だ。「傲慢中国打つべし」「対

中戦争だ」などの過激な言葉が飛び交う。しかも、書き手は２

０台、３０台の若手が多い。戦争を知らない彼らは、時代の

閉塞感の中で対中憎悪感をたぎらせている。その上、一部マ

スメデイアや雑誌、国粋的学者、評論家が若者を煽る。彼らの

論調は、対中憎悪感を煽るばかりでなく、良心的な日中打開

派に「媚中派」「売国奴」などのレッテルを貼る。小泉首相の

「靖国参拝」の中止を諫言した栗山庄一元駐米大使、渡邊恒

雄読売主筆らに浴びせられたバリ雑言がそれだ。ある経済人

には右翼から脅迫状が届けられたという。

　これが日本だけの国内現象ならともかく対中過激論は、ス

トレートに中国にも跳ね返り、中国のネット上でさらに好戦的
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過激論が飛び交う。双方が感情悪化の逆スパイラルの罠に

落ち込んでいるのだ。

　本来なら、この種の世論に歯止めを掛けるが政治家の役

割だが、双方の政府当局までが外交マナーを逸脱する罵り

合いを繰り広げている。例えば小泉首相、安倍官房長官、麻

生外相の一連の発言と中国側の過剰反応を見れば明らかで

ある。まさに昭和初期の「シナ事変」の開戦前夜の雰囲気を感

じるのは筆者のみだろうか。

◆警戒感強める米世論

　今、日中が開戦したら日本は勝てるだろうか？ある日、東シ

ナ海上空で双方が空中戦を交えたとする。旧世代のスホイ２

７を主力とする中国空軍に対して世界最強のＦ１５戦闘機

隊の航空自衛隊が一時的に優位に立つことは考えられる。だ

が、相手は核搭載のミサイルを所有している。その一部は日

本を全射程に収めているばかりでなく、米西海岸まで届く。

「東京に核をぶち込む」と脅迫的通告がなされたとき日本政

府に「継戦能力」があるだろうか？「いや、日米安保条約があ

る。米軍が救援してくる」と多くの人は考える。だが、石原東京

都知事がいみじくも述べたように「米国民は米中戦争に耐え

られない」のだ。同盟だからと言って、日本への核攻撃の報復

のため米国が中国へ核攻撃をするだろうか。それは沖縄の

米軍基地ばかりでなく、米本土への核報復を招く。イラクで手

を焼いた米国は日中衝突を望んでいない。昨年１１月、京都

での小泉ブッシュ会談、さらにゼーリック国務副長官来日の一

連の発言を見れば米側が「靖国」に憂慮していることが分か

る。それだけなら小泉・ブッシュの友情でなんとかなる。憂慮

すべきは最近、米世論が日本のナショナリズム台頭、右傾化

に警戒感を抱き始めたことだ。

　「ニューヨーク・タイムズ」「ワシントン・ポスト」「ボストン・

グローブ」などの有力紙が、相次いで小泉首相の「靖国参拝」

を日本のナショナリズム台頭、右傾化と関連づけて非難し始

めた。例えば「ＮＹタイムズ」は昨年１０月１７日付で「東京

での無意味な挑発」と題し「日本軍国主義の最悪の伝統を擁

護してみせた」と非難した。日本の一部の識者は「ホンの一部

の論調だ。無視すべきだ」と語っているが、そうだろうか。ＮＹ

タイムズ、Ｗポストの社説は米国のエリートなら必ず目を通

すところだ。もちろんブッシュ大統領もライス国務長官もこの

社説を読んだに違いない。これらの新聞は確かにリベラル系

（民主党系）だが、今年１１月の米中間選挙で民主党が躍進

すれば（その可能性大）、その論調が影響力を増すことは必

至だ。

◆福田さんよ、父赳夫氏の遺志を継げ

　小泉首相の「靖国参拝」は個人的心情から出たことである

ことは十分理解できる。また、中国の対応も大人げない。しか

し、日本外交をここまで袋小路に追い込んだ責任は大きい。

夜郎自大でない限り世界の論調が「靖国」に批判的であるこ

とは周知の事実だ。

　そこで本題のテーマだが、日本の国際的孤立、危機的日中

関係を打開できるのはポスト小泉候補のうち安倍官房長官

でも麻生外相でも谷垣財務相でもない。あなた福田康夫さ

んだけだ。親しげに「さん」づけしたのは、筆者の政治部記者

時代、あなたのお父さん赳夫氏に取材先として親しくして頂

いた記憶があるからである。あなたは総裁選についてまだ何

らの意思も明らかにしていない。しかし、筆者は立つべきだと

思う。人気ダントツは安倍氏だが、彼が総理総裁として不適格

なことは前回本欄でも書いた。（２月号「安倍さんよ、総裁選

に立ってはいけない」参照）

　福田さんのバランス感覚、日中打開への意欲を買う。世論

調査でも安倍氏に次いで二位を付けジリジリと追い上げてい

る。あなたは今年７月に古稀（７０歳）を迎えるが、赳夫氏が

総理になったのは６９歳。あなたも遅すぎることはない。十分

資格がある。それに田中首相がやり遂げた日中正常化をきち

んとした「日中平和友好条約」という形で総仕上げしたのは

赳夫氏の総理大臣のときだった。あなたはお父さんの遺志を

継ぐべきであり、それにふさわしい政治家である。

＜「増さんの政治教室」（ http://www33.ocn.ne.jp/̃massa

n/ ）から転載＞

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◇こんな本あります(2) ＜ おい ＞【上鷺の葦】

─────────────────────────

　故あって、故高田正純氏（放送ジャーナリスト／ハイテクジ

ャーナリスト）の蔵書が我が家に移ってきた。

　普段、蔵書整理は、Lotus スーパーオフィスのデータベース

「アプローチ」を使い、書籍名、著者、出版社、出版日、購入日、

価格等を記録している。(中野稲門会の会員名簿の整理にも

これを使用している。）

　したがって、故高田氏の蔵書も、週末これで整理しているが、

晴れれば、野や畑、山や川へ出掛けてしまうのでなかなか作

業が進まない。

　整理中は、データの記入に専念しないと、山となった未整理

本が片付かないので、心をとざし本を読まないように心がけ

ている。読みたい衝動を抑え入力だけというのは、つらい作

業である。

本は何でも OK という無節操な私でも、大体の傾向という

ものはあるものである。氏の場合、その経歴からして、世界史

的事件のルポタージュ、ジャーナリストの生き方、ジャーナリス

トの How-to もの(例えば STYLEBOOK）、カメラ(ライカ）、ト

ラベルブック、PC 及びインターネットというのは、想定内であ

る。
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　勿論、そのほかに、小説や新書等一般的なものもあるが、も

うひとつ、多少、塊(一つのジャンル）といえるものの中に、「健

康・老い」がある。そう、若い人の蔵書に「sex」というジャンル

があるであろうように、一定の歳になると、本棚に「健康・老

い」関係の本が増えてくる。

　「小便も出にくいが、糞も出にくい。これも年のせい

か。・・・通じ薬はつらいけど、しかたがないんだ糞のため、

便所で星影のワルツを歌おう、なんてね」

　「景色のいいところへ行くと、どういうわけか催す。・・・

まさに日本国中“野グソの墓”だ」

　ああ、ついつい、禁を破り、関川夏央の「戦中派天才老人・

山田風太郎」を読んでしまった。

　なんでもありの私でも、山田風太郎の本はない。なにせ、司

馬遼太郎でも小説類は読まず、もっぱら、対談集だの、エッセ

イ集だのが中心である。フィクションもいいところの、山田風

太郎の読み物はない。

　しかし、関川夏央というのもたいした書き手なのであろう。

つい、「戦中派天才老人・山田風太郎」を読んでしまった。

　これを読めば、山田風太郎の作品（小説類以外の、例えば

「人間臨終図鑑」）を読んでみようという気になるものである。

多分、故高田正純氏の蔵書を整理していけば、積み上げた山

の中から山田風太郎の晩年のエッセイが出てくるに違いない。

俄然、整理する意欲が高まった。

　故高田正純氏は、晩年、体調を崩し入院をしていた時期が

あると聞いている。

「戦中派天才老人・山田風太郎」は、1998 年(平成 10 年）の

発行である。この年は、故高田正純氏にとってどういう年であ

ったのであろうか。

　遺族による、同氏の年表ができるのが楽しみである。

（こんな本あります）

　「戦中派天才老人・山田風太郎」関川夏央、ちくま文庫、

1998/12/03

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◇たび空(1、仮題)＜ 高野山参拝 ＞【 篠本京二 】

─────────────────────────

　4 月 8 日～9 日に観光旅行で世界遺産の和歌山県高野山

を訪問してきました。当日は朝 6 時過ぎに起きて東京駅 7 時

30 分過ぎの新幹線「のぞみ」に乗り、新大阪駅経由梅田駅着。

南海高野線で極楽橋着、その後ケーブルの乗り換えて高野

山駅着。駅前でバスに乗り高野警察署前下車して予約済み

の宿坊に到着したのが午後１時過ぎ。朝起きてから現地到着

まで７時間程掛かり、疲労感に襲われてしまいました。

　夕食までの間、金剛峯寺、霊宝館、金堂、根本大塔、大門、

徳川家康霊台と観光コースを歩き回って日暮れとなり宿坊に

帰り入浴、部屋での精進料理の夕食で一日が終りました。

　翌朝はいよいよ奥の院を訪ねるべく奥の院入り口から大

木に覆われた２キロ程の参道を案内図と見比べながら墓碑

を見学。曽我兄弟、平敦盛、大岡越前守、武田信玄、伊達政宗、

石田三成、明智光秀、千姫、豊臣家、織田信長等々の苔むし

た巨大な墓石が有り、鎌倉時代から現代までの墓が２０万

基と言われています。やっと、真言宗の開祖、弘法大師、空海

の御廟に到着。荘厳な雰囲気の中で、神妙な気持で参拝。

　今回の高野山訪問で感じたことは、宿坊は旅館とお寺を兼

業しており、剃髪で作務衣の男性は精進料理・配膳を担当。

勿論お寺として専任の住職はおりますが、このような剃髪の

男性はお寺の修行方々精進料理にも従事していると思ってい

たのが私の誤解でした。

次に、真言宗の宗派として、真言宗高野山派（前日訪問した寺

院はこの高野山派です）、真言宗豊山派等々日本中では 20

近くの分派が或る由。これらの派間では色々な作法が異なっ

ているとのこと。

　最後になりますが、非常に奇異に感じたのは、弘法大師の

ご加護を祈願してのことと想像しますが、有名企業の墓碑に

「ｘｘｘ会社社員物故者供養塔」が数十基以上ありました。

その中でも高さ７～８メートルのロケットを墓石の上に建立

していた某自動車メーカーのものが際立って見えました。会

社が社員供養塔を建てる意味は一体なんだろうか。対象とな

る社員とは一体どんな社員なのか、その基準は何だろうか。

この供養塔を維持管理するのは、会社では総務部担当と思

われるが、毎年この墓守をする担当者は大変だろうなと妙に

感じ入ってしまいました。

　やっと、奥の院の終点で国道沿いにある中の橋案内所に到

着してホットした次第です。このとき感じたのは、硫黄臭い死

臭の漂う鬱蒼とした墓群から抜け出して現世に戻った感で、

無性に、方丈記の「知らず、生まれ死ぬる人、いづかたより来

たりて、いづかたへかる・・・」。　墓碑を建立した当時の一

家は権勢を誇り、弘法大師のご加護を期待してこの高野山奥

の院に一族の足跡を残したものと想像しますが、幾世も経過

すると、墓碑は訪れる人も無く苔むしてきているのではない

かと思われます。合掌
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◇ 今月のへぇー(38)

　　　　　＜ インターネット・オークション ＞【 Lagoon 】

─────────────────────────

　余りモノ、されど捨てられず…とばかりに、試しに始めた

Yahoo オークションにハマりだした。4 月にはいってから出品

しだしたのだけど、既に、クルマ関係のイヤーブック 5 冊、クロ

ーズドキャプションデコーダー（映画ビデオの英会話キャプシ

ョンを表示）、イングリッシュアドベンチャー「コインの冒険」CD

版教材セットなどが、けっこうあっという間に落札!!

　どこの家庭でもこのテのものが詰まっているかと思うが、

従来だったら、ごみ廃棄か、知人に引きとってもらう（不用品の

引取プロジェクトを推進する H さん宅は別格、もう昭和の生

活博物館が開けるほどらしい??）か、最近ではリサイクルショ

ップ（かなり面倒、非現実的）いき位。これが、簡単に出品する

だけで、多くの人が見て、欲しい人が入札できてしまう、まさに

インターネットのシステムぴったりの仕組みとして定着しつつ

ある。けっこうプロ古物商も活用しているようだが、シロウト古

物商も参入できる支援システム（出品支援、かんたん支払入

金、オークション用ゆうパック、出品者落札者評価表示、等々）

　家人に出品するものがないかね…と、セールスする始末。

娘から供出させた新品＜CHANEL N゜5 オードゥ・トワレ＞

は売れるかな(^○ )̂

http://auctions.yahoo.co.jp/jp/booth/waspa88res

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

事務局からお知らせ

─────────────────────────

◆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

◆チェロ・リサイタル鑑賞会（音楽部会）

　　部会メンバー外もどうぞ

　　【山上ジョアン薫 チェロ・リサイタル】

　　日時　6 月 9 日（金）15:00 開演

　　会場　早稲田奉仕園アバコ

　　会費　5000 円 お茶とお菓子つき

　　案内チラシ　http://wnakano.moo.jp/nimg/joan.pdf

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◇ キャンパスにおける主な催し

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

─────────────────────────

「コンドルズ　96→06　ネバーエンディング・ストーリー展」

【日時】Part1：2006/2/28（火）-8/4（金）

　　　　Part2：2006/5/29（月）-8/4（金）

【会場】早稲田大学演劇博物館

【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：早稲田大学演劇博物館

　　　　　協力：コンドルズ

http://www.waseda.jp/enpaku/special/2006condors.htm

l

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】早稲田大学中央図書館

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】早稲田大学大学史資料センター（協力：日本カメ

ラ博物館）

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

 「六世中村歌右衛門展～当り役を中心に～」

【日時】2006/3/25（土）-4/28（金）

　　　  開館日・時間については開館日程をご参照くださ

い。

【会場】早稲田大学演劇博物館

【対象】学生・教職員・一般

【参加方法】無料・直接会場へ



中野稲門会メールマガジン 2006/04 号（4 月 20 日配信）

6

【問合せ】早稲田大学演劇博物館

http://www.waseda.jp/enpaku/special/2006utaemon06.

html

大隈記念タワー竣工特別企画「大隈重信展」

【日時】2006/3/25（土）-6/24（土）10:00-18:00（日・祝休館）

【会場】早稲田大学大隈記念タワー（26 号館）10 階「125 記念

室」

【対象】学生・教職員・一般

【参加方法】無料・直接会場へ

【問合せ】早稲田大学文化事業センター

http://step21.jp/project/okuma/

早稲田大学創立 125 周年記念－ジョディ・ウィリアムズ特別

講演会

「世界が地雷を捨てる日をめざして」

ジョディ・ウィリアムズ氏（1997 年ノーベル平和賞受賞者）※

同時通訳あり

【日時】2006/4/27（木）16:10-18:00

【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・直接会場へ（定員 450 名）

【問合せ】早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンター

http://www.waseda.jp/wavoc/event/jody_williams.htm

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】早稲田大学大学院日本語教育研究科

ご参考 URL:http://www.waseda.jp/gsjal/d_sympo.html

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◇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 5 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/

wntomon@freeml.com

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


