
中野稲門会メールマガジン 2006/05号（5月 20日配信）

1

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◇なかとう句会 ＜ 五月風 ＞

─────────────────────────

　　　五月風　耳そばだてる　口ずさむ　【狸の意味深翁】

　　　サワと風　撫でて揺らいで　ときめいて

　　　目にしみる　ライトグリーン　老いの恋

　　　一滴の　しずくを珠に　若葉肌

　　　肌あらわ　脱ぎ脱ぎ脱ぎて　筍や

　　　タンポポの　黄やリンと立ち　野の生命

　　　梅雨走る　さつきの空の　恋模様

　　　白つつじ　こころ澄ませる　キミがいる

　　　書き出しは　陽春の候と　ござそうろう 　【シグ子】

─────────────────────────

novel ＜ チャッコ ＞として投稿　【シグ子】

盛夏　鉛直線上の太陽　午後 2 時　よたよたとチャッコが２階の

私の横を通りすぎて行った。 

猫の左耳に 5mm 程の切れ込みがある。 

メスのチャッコは恋多く、毎年子猫を数匹生んでいた。 

子猫は遠くの山に捨てられ、数日は悲痛な叫び声が家中に響

いていた。 

残酷な年中行事だった。 

耳の切れ込みは、3 歳の私が鋏で切った痕らしい。 

北秋田に大雨が降った 1947 年夏にチャッコと私は生まれた。

 

12 年後の盛夏　午後 2 時　私が詫びるとチャッコはニャーと応

えてくれた。 

その翌年の 7 月 22 日　チャッコは　居なかった。 

足腰が立たなくなって、子猫と同じように山に居ると聞いた。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◇夢魂（むたま）川柳 (15) 【家元 ひがし】

─────────────────────────

　　　千葉補選「最初はグーで結果はパー」

　　　大湯殿独り四股踏み締り無し

　　　誤字見つけ合格祈願に絵馬苦笑

　　　菖蒲湯で噛んで五月を確かめる

　　　天気アナ「明日は飴降り」節分か

　　　亡き父の靴の減り方教えて下さい

　　　二次会は一葉以内と幹事粋き（五千円　家元蛇足）

　　　片目づつ瞑って幸せの位置捜し

　　　ガンになり名医さっさと医者をやめ

　　（川柳も近年終末医療に組み込まれています　家元蛇足　）

　　　半世紀素手では勝てぬと改憲し

　　　下りますと言えずに下りれぬ F カップ

※投句コーナー：今月のお題は「ああ」です。沢山お待ちしてま

す。

例句　「松島やああ松島や松島や」（芭蕉俳句）

　　　「消店街嗚呼待つ暇や待つ暇や」（家元川柳）

　　　　　　　　　（店舗の歯抜けによる息漏れの句）

　　　「ああヤンナッチャッタああ驚いた」　（牧伸二）

　　　　　　　（川柳は 7＋7 の揚げ句形式も OK です）

※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/

※6 月 11 日（月）14：30 より渋谷公園通りクラシックスにて、

ピアノやフルートのアンサンブルやチェロの方々のコンサートに

カンツォーネを歌います。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◇海外旅行の変わった話(51)＜バイロイト音楽祭：｢黄昏｣後の

大雷雨 ＞【市川孝二】

─────────────────────────

　2004 年の夏はさほど暑さも気にせず快適でした。しかし雨は

ありません。ホテルの TV では、帰る日の夜に雷のマークがあり

ました。しかし、最後の晩の第三幕の前に遠くで稲光がありまし

た。この三幕の合図のファンファーレは「ハルハラ」のモチーフで

す。私の一番好きなものです。暗闇の中で吹奏されます。良く

ぞ６日間かけて頑張ったなぁ・・の瞬間です。「指輪」を観る他の

人も同じらしく、拍手する瞬間です。

　この後が大変でした。左隣のＮさんは６晩連続のお付き合い

なのに早めに出口に急ぎます。早口で｢雷雨かも｣と言い「タク

シー捕まえねば」と気もそぞろでした。私は車をチャーターしてい

ます。しかし、別の席の家内を見つけて合流し、かつ車と出会え

ない場合、好意がムダになります。Ｎさんたちは駅前のホテルに

泊まっている事は知っていましたが、私も心配で声を掛けそび

れました。いつも預けるクロークのお婆さんに多めのチップのユ

ーロを渡し家内を探しました。どうしたことでしょう。家内は約束

の場所にドライバーといて、ペンライトを振る私にライトを振り回

しています。左の入り口付近は大混雑でしたが、二人は落ち合

えたし、ドライバーも見つけました。幸運でした。

　大雨と雷鳴の中、傘をさしてタクシーの場所に行きました。車

は動きません。キッチリ車を置いてあるのでハンドルを切りつつ

発車しました。Ｎさんを気にしながら雷雨の劇場を出ました。タキ
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シードの紳士とドレスアップした彼女は傘もなく、ズブ濡れでい

そくでもなく歩いているのを見ますと、声をかけたくなります。

幾組かの正装で濡れている人を見ているうちにバイロイト駅経

由ホテルに着きました。この時のドライバーは７日間の 14 回と

も同じ人で。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◇田舎暮らし(40)＜ タラの芽 ＞【中野信吾】

─────────────────────────

　前回、タラの芽は摘み取るのに（頂部は）硬くタイミングが難

しいというようなことを書いた。また、他人と山菜取りの競争だ

とも書いた。

　タラの芽採りは、山の木々が一斉に芽吹く時機のほんの一瞬

のタイミングといってもよい。麓から見て緑がはっきり分かる状

態ではすでに遅い。山肌の状態が微妙な変化をもつとき、嗅覚

ならぬ一種の視覚が騒がせるのかもしれない。昔は今ほどにこ

んなに騒がれなかった。山菜採りの競争もなくのんびりしてい

たし、食べておいしいなんてそんな宣伝もしていなかった。山を

知る一部の人たちの食材だったように思う。だから山歩きして

いても「タラの芽があるな」程度で、摘み取るまでの関心は至っ

てなかった。

　タラの芽は他の山菜と違って木であるが故に限定版だ。ウコ

ギ科の落葉低木樹だ。また、日向斜面に良く生えている。この

木の頂部の若芽を欠き採るわけだから、二番目に出てくる芽を

残しておけば木は生長を続けることができる。しかしこれも摘

み取ってしまえば、その木はそれで弱ってしまう。根は意外とし

ぶとく生きている。山肌を覆っていた木を伐採した後、ふたたび

切り株から新芽が芽吹いてくるのと競争するかのように地中

で眠っていた根が復活する？　のだろうか。あるいは鳥が実を運

んでくるのだろうか。ここのところの再生のメカニズムが、私に

とってどうもはっきりしない。

　もともとこの木は雑木の類だ。外皮は硬い棘があるが、内部

はやわらかい。樹皮や根茎は漢方薬の材料として用いられてい

る。用材としては不向きなのかもしれない。その代わりグルメブ

ームにあやかって、山菜の王者に仕立てあげられたのは周知の

通り。タラの芽は棘のあるのが男ダラ、棘のないのが女ダラと

当地では区別している。品質的には棘のないほうが扱いやす

いしうまいとも言っている。栽培が割合容易にできることから、

多くの農家でも苗木を買ってきたり苗木を仕立てたりして、自分

の畑か、手が回らなくなって荒れてしまった畑に植えて副収入

を得ている人もいる。本格的には露地栽培、ハウス栽培もある。

一度植え付けて二年目から収穫ができ、約 15 年間は管理が

行き届けばそんなに手間をかけずに収穫が見込まれるからだ

という。

　ところで先述したように、「他人との競争」は収穫する時期が

限られているから、目的の山に入るのに一日遅れれば収穫はゼ

ロということになる。この記事を書くために自分の山だから「ま

あいいや、明日来ればちょうどよい」という気持ちで、取り残し

た場所を確保したつもりで翌日その場所へ行ってみたら、もう

侵入者に先取りされてしまっていた。二番煎じでおいしいところ

を持っていかれた悔しさを味わった次第だ。前日そのまま取り残

さず収穫のタイミングなど考えずに採ってしまえばよかったと

思ったのは後の祭り。（タラの芽は冷蔵庫に入れておけば比較

的保存が利くから、たくさん採っても良いのだ。でも、そんなに

欲をかく気もないし、まして「売ろう」なんていう気持ちもさらさ

らなかった。自分の胃袋への供給と今年の山菜の「おすそ分

け」が念頭にあったぐらいだ。）タラの芽採りはなんとも難しい

ものだ。今年の山菜取りのレースは引き分けというところか。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◇辛口コラム(7)＜ 検察よ、なぜ村上ファウンドを放っておくの

か ＞【執筆者 Y】

─────────────────────────

◆目に余るハゲタカぶり

　村上ファウンドのハゲタカぶりは外資の比ではない。被害社や

金額はは既に相当の規模に及ぶであろう。ホリエモンのライブ

ドアは、東京地検特捜部の摘発を受けたが、それを上回る悪辣

な手法を駆使する村上ファウンドを特捜部や金融庁はなぜ放

っておくのか？

　確かに、「全ては金次第」と放言する堀江某の言動は、社会良

俗に反する。したがって「一罰百戒」の意味でも彼を摘発、逮捕

することには意味がある。

　だが、村上ファウンドの実態は、村上某（元通産官僚のキャリ

アー上がり）を表に立てているが、ウラに隠れている出資者は匿

名をよいことに膨大な利益を上げている。その中には日本の有

名銀行もいれば、外資（特にアラビアのオイルマネー）もいる。

　許せないのは、小泉内閣の規制緩和の旗振り役の宮内義彦

会長のオリックス社が出資社の一つであるということだ。

　匿名ファウンドは、ある意味で小泉内閣のグローバリゼーショ

ン政策をよいことに規制緩和の名の下に誕生したハゲタカ・フ

ァウンドだ。合法だが、違法スレスレのファウンドだ。政府の「規

制に関する委員会」の委員長が、かの悪名高き宮内義彦オリッ

クス会長である。

　さすがのオリックスも、世間の悪評を気にしたか、このほど、村

上ファウンドとの提携関係を解消すると発表している。

◆阪神株買い占めで実態暴露

　村上ファウンドや、それに類するファウンドは、一見、株主の利

益代表と称して株式を買い占め（過半数取得）、無能な社長や

取締役を追放し、企業を活性化して結果的に株主の利益を増

進させるという。

　だが、実態はそうではない。企業を買い占め、利益のある部門
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とそうでないところを切り離し、バラバラにして他社に売り渡し、

企業の含み資産、例えば土地なのどの不動産も売り払って利

益を上げる。企業の活性化どころか、さっさと稼いで売り逃げし

てしまう。長銀を例が典型的だ。

　まさしくハゲタカ資本だが、さらに彼らはアメリカで１９９０年代

の一時期、猖獗を極めたグリーンメーラーそのもなのだ。「企業

乗っ取り」を脅しの材料に、相手企業にこれまで買い取った株

を高額で引き取らせるる。かつて小糸製作社がピケンズなる悪

名高きグリーンメーラーに狙われたが、提携会社のトヨタが防戦

し、事なきを得た。何でも自由の原理主義アメリカ

も、さすがにこの種の阿漕な商法は下火になった。

　ところが、村上ファウンドは、まさにグリーンメーラーそのもの

だ。ライブドアが日本放送の株を買い占め、フジテレビから多額

の買い取り資金をせしめたのもグリーンメーラーの手口だった。

　今、村上ファウンドが阪神との交渉を進めているのも、一見、

阪神の企業活性化をうたい、会社執行部の一新を要求してい

るが、要するに多額の額での株買い取り要求なのだ。つまりグ

リーンメーラーそのもだ。堀江某は逮捕されたが、なぜ村上某を

放っておくのか？

◆シンガポールに逃がすな

　さすがに村上某も、身辺に検察・国税当局の追及の匂いを感

じとったか、企業本体を自由なシンガポールに移すという。ホリ

エモン同様の粉飾、脱税の疑惑を避けるためだろう。しかも、悪

質なのは、匿名をよいこと村上ファウンドに群がる有象無象の

出資者だ。検察の手が伸びれば、彼らの実態が暴かれる。それ

が彼らは怖いのだ。おそらく脱税者も多いだろう。意外な人物

もいるかもしれない

　彼らの悪質さに比べれば、ホリエモンの方がまだ罪が軽い。あ

る意味で子供と大人の違いがある。

　金融庁よ、検察当局よ。村上ファウンドの本部が、シンガポー

ルに居を移す前に、断固摘発せよ。

　汗水たらして営々と築いた企業や資産を、みすみすハゲタカ

資本にさらわれるのを放置すれば、法治国家、勤勉国家の名誉

に傷つく。

※ 「増さんの政治教室」より抜粋 

http://www33.ocn.ne.jp/ m̃assan/　

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◇こんな本あります(3) ＜ あしこし ＞【上鷺の葦】

─────────────────────────

俗に、老化の順番は、歯、目、マラという。(この３つの順番は諸

説あり）

　　http://www.k-k.ne.jp/kenkou/kenkou0501.html

　　http://homepage1.nifty.com/momotaroh/sub06.html

　まらまら、と思っていたら、も歯や、だ目。

　老化のその次の部位は、どこであろう。耳、ぼけ、足腰、か。ど

の部分も完全であって欲しい。しかし、老化に伴っていずれ喪失

となれば、どの部位が惜しいか。これって、知技研のテーマにな

りません？

　設問「これだけは失いたくない部位(身体機能)はどれか。ま

た、その理由」　たぶん、老人前、老人真っ只中、あきらめの年齢

で、その答えは違うであろう。無論、男性と女性では、視点が異

なるであろう。「アレは、男の自尊心の根源、レーゾンデーテルで

あるから譲れない」と言っても、「女は、そんなもんなくても愛せ

るの」と軽くいなされるかもしれない。

　連休中、歩けなくなった。南伊豆町は下賀茂の山へ行き、その

後、伊豆高原へ向かった。その間、助手席に座った。たぶん、こ

れがいけなかったのだろう、伊豆高原で車を降り散歩しようと

したら、腰にきて歩けなくなった。ヘルニアの再発か。

　椎間板ヘルニアは 30 年来の長い付き合いで、扱い方は心得

ているのだが、それとはどうも趣が違う。連休明けの月曜日に

整形外科で診てもらって結果は、大腿神経痛ということらし

い。下手すると、これで電動車椅子の生活を覚悟しなくてはな

らない。足を失うというのはどんな生活になるのだろう。(オー

バーな、と思うかもしれないが、歳を考えるとありうるゾ）

　「戦中派天才老人・山田風太郎」関川夏央を読めば、その先

は、(1)「健康・老い」もの、(2)「山田風太郎」もの、(3)「関川夏

央」もの、のいずれかに関心は移っていく。というのが自然の理

で、このところ(連休前の話であるが）ばたばたと「関川夏央」も

のを集めている。森に降る雨、貧民夜想会、家はあれども帰る

を得ず、退屈な迷宮。

　その中の、「森に降る雨」に収録されている「にくからぬ人のみ

多し」の章を読んでいたら、＜明治二十八年四月二十三日の日

記に一葉は「にくからぬ人のみ多し」と記している。＞とあった。

例の、奇跡の一年の話である。

　まったくの偶然であるが、「関川夏央」ものを集めていたとき、

たまたま「樋口一葉集」を買っていて、それには一葉の日記も収

録されていた。

　で、オリジナルはどんな風に書いてあるのと、問題の明治 28

年 4 月 23 日を探したら、その日の記述がない。

　「にくからぬ人のみ多し」の記述はある。しかし、それは、22 日

の終わりの部分で、その次は 24 日になってしまう。23 日その

ものがない。<水の上日記(明治二十八年四月ー五月）>

　これは、どういうことか。

　考えられるのは、(1)「森に降る雨」が違っている、(2)私が持っ

ている「樋口一葉集」が違っている、のいずれかになる。

　そこで、青空文庫等のテキストを探したが、一葉の日記のテキ

スト化はされていないようである。となれば、私が持っている樋
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口一葉集以外の版を探して確認するしかない。

　しかし、それはいまだ果たせないでいる。なぜなら、大腿神経

痛のため歩行困難であるので、本屋や図書館を徘徊すること

ができないからである。足腰の喪失も、つらいナ。

（こんな本あります）

　　樋口一葉集、日本現代文学全集・講談社版 10、講談社、19

62/11/18

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◇雑記帖 (2)　＜ 牡丹 ＞【 篠本京二 】

─────────────────────────

　我が家には牡丹が２株あり、１株は３年程前から庭に植えてあ

り、もう１株は今年３月に花屋から購入した鉢植えで、それぞれ

丹精しながら成長を見守り、開花を待ち望んでいました。５月初

旬に最初の１株から牡丹１輪が見事に咲き、５日間程で内側の花

弁が落下。ところがその株からシャクヤクの茎が 10 本近く成

長し、現在ピンクの美しいシャクヤクの花５輪が小雨降る中で誇

らしげに咲いています。もともとシャクヤクの根に牡丹の茎を接

いだものですから、牡丹の開花後にシャクヤクの花が咲いても

何ら不思議なことではありません。これは、去年の秋に庭から

この根を掘り起こし、シャクヤクの球根を切除して、牡丹の根の

みを植え直すのを怠った結果でした。

 

　ところで鉢植えのもう１株に蕾が３個でき、日毎に大きく成長

して来ましたが、開花したのが２週間遅れで、運悪く雨と風に当

たって、２日程で内側の花弁がそっくり落下。しかしながら、この

株からはシャクヤクの茎や花が咲かず、牡丹のしっかりした根が

付いているのではと想像しています。我が家の牡丹もそれなり

に開花しましたが、やはり牡丹そのもののに対する知識と経験

と丹精の不足を痛感した次第で、来年こそは今年の二の舞に

ならないように秋口に根分けをして、来春には牡丹のみの開花

を待ちたいと思います。

 

　それにしても、中井駅近くの薬王院の庭園一杯に咲き誇る美

しい赤、ピンク、黄色の牡丹は長年の丹精の賜物ではないかと

感じ入ってしまいました。そして、１週間程の牡丹の満開を楽しみ

に 360 日程丹精をするのが牡丹の話で、これは現代の目まぐ

るしく進展する生活とは別世界のような話です。こんなことを

牡丹の育成を通して自然界の営みの微々たる一端を知ったつ

もりの小生の感想です。
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◇今月のへぇー(39)＜　ナンバー・ディスプレイが必要か？ ＞【 L

agoon 】

─────────────────────────

　まだまだはびこっているらしい「振り込め詐欺」電話が、ついに

我が家にかかってきた。「警視庁の○○ですが…お宅の息子さ

んの○○が電車内で女性に触って逮捕されました…」という典

型的なトークで、すぐ例のやつかと分かり、「電話を録音します

のでちょっと待って」と対応したら、なんかぐずぐず言って通話

を切ってしまった。

　それにしても、あまりに型どおりの能のないストーリーで、これ

で詐欺が成立するのかしら？もちょっと工夫できないものかね！

 

　話が示談とか、振り込んで…までもいかなかったので、「なりす

まし」レベルだったものの、どこで調べてきたのか気味が悪いこ

とは確かだ。ウチの KDDI メタルプラスのオプションでも、月 42

0 円でナンバー・ディスプレイを設定できるようだが、そう何回

もかかってきそうにもないので付加すべきかどうか微妙なとこ

ろ。 最後にかかってきた電話の日時と相手の電話番号を連絡

してくれる「NTT ナンバーお知らせ 136（一回 30 円）」は、KD

DI ではサービスがなく残念。NTT からの乗り換えは、こんな点

も考慮しなければね。
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事務局からお知らせ

─────────────────────────

◆明日でーす!!　中野稲門会 2006 年度総会

　 5 月 21 日(日)16:00～（中野サンプラ 15 階エトワールの

間）へどうぞ

　・総　会　役員改選など

　・講演会　「早稲田と IT」村岡洋一 早稲田大学副総長

　・懇親会　17:40 開宴予定

◆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

◆スポーツ観戦同好会からのご案内（2006 年春季リーグ戦）

スポーツ観戦同好会としては５月 28 日（日）午後 1:00 開始の

早慶戦を観戦すべく入場券の手配をすべく検討中です。5/21

日の中野稲門会総会の場においても、会員以外の方々にも観

戦参加を呼びかける予定にしております。（スポーツ観戦同好

会 世話人代表 篠本京二）

日程と勝敗表　http://www.big6.gr.jp/game/league/2006s/

2006s_schedule.html
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◇キャンパスにおける主な催し　 http://www.waseda.jp/jp/e

vent/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）

　　　　開館日・時間については開館日程をご参照ください。  

【会場】早稲田大学坪内博士記念演劇博物館  

【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：早稲田大学坪内博士記念演劇博物館

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

富岡重憲コレクションの近代美術－絵画・書・工芸・印章 

【日時】2006/5/8（月）-6/3（土）10：00－17：00(日曜休館）

 

【会場】早稲田大学會津八一記念博物館 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】早稲田大学會津八一記念博物館  

http://www.waseda.jp/aizu/whats.html#06tomioka

文芸協会 百年記念展－演劇学校の先駆 発会百年－  

【日時】2006/5/12(金)-7/11(火) 開館日・時間については開

館日程をご参照ください。  

【会場】早稲田大学坪内博士記念演劇博物館  

【対象】学生・教職員・一般 

【参加方法】無料・直接会場へ  

【問合せ】早稲田大学坪内博士記念演劇博物館  

http://www.waseda.jp/enpaku/special/2006bungei.html

第 3 回ベースボール談話会「キューバやアメリカのトレーニング

事情と日本野球の方向性」

講演者：倉俣徹氏（横浜国立大学、読売巨人軍）  

【日時】2006/5/29（月）18:00-19:00  

【会場】東伏見 STEP22 （西武新宿線東伏見駅前ビル）2 階

会議室（204 室） 

【対象】学生・教職員・一般 

【参加方法】参加無料・直接会場へ 

【 問合せ】彼末一之氏（ベースボール談話会世話人・早稲田大

学スポーツ科学学術院教授） 

〒359-1192　埼玉県所沢市三ケ島 2-579-15

Tel & Fax：04-2947-6751 E-mail：kanosue@waseda.jp  ht

tp://www.waseda.jp/sports/supoka/index.html 
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◇メールマガジン担当【いとう】　　　　　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/g

uide.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 6 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.m

oo.jp/

☆Web 会報バックナンバーは次の URL から

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

mon@freeml.com
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