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◇なかとう句会 ＜ 雨の色 ＞

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

　　　降る雨や　恋は水色　髪しずく  　【狸の意味深翁】

　　　雨あがり　色むらさきや　冴え冴えと

　　　あやとりの　指ふれあいて　梅雨の恋

　　　ひとつ傘　こころトレモロ　雨の音

　　　花あやめ　粋な着物と　江戸の雨

　　　紫陽花は　色のマジシャン　魅せる女

　　　クーラーと　ストーブは無し　走り梅雨  【シグ子】

　　　梅雨空に　紫陽花の青　まぶしと思ふ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◇夢魂（むたま）川柳 (16) 【家元 ひがし】

─────────────────────────

　　　ブランドを身に着け獣物さかり合い

　　　気にするな人生何度かオウンゴール

　　　「バカの壁」しっかり学べば「国家の品格」

　　　いい奴だいつか何処かで一合一餌

　　　節穴も近づく程に見えすぎて

　　　百均は癒しも少し付けて売り　　

　　　幸福論均べて人生降伏論

　　　組織人世界を知って世間知らず

　　　父と子の今日を見抜く母一瞬

　　　下り坂どこから先が余生かな

※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。

※7 月 9 日（日）6：30 より等々力の玉川区民ホールでオペラ

アリアの夕べ「ありどおろコンサート」に私も終りの方で出演しま

す。チケット残部ありますので御連絡下さい。

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(52)＜バイロイト音楽祭：空港からの

タクシー ＞【市川孝二】

─────────────────────────

　念願のバイロイト巡礼に始めて行った時は、団体なので祝典

劇場まで約１時間のリゾート地（スキー場）のホテルでした。一人

での参加の時にニュールンベルグ空港からタクシーで行くこと

にしました。ハイロイトまでと言うと運転手は 120 マルクでどう

だと言います。素早く考えても「安い」と直感しました。OK です。

アオトバーンを使い約 50 分位で着きます。はじめの頃は空港

からニュールンベルクのホテルに。列車でバイロイトに行きまし

たが外国の列車は乗り込むのに不便です。荷物はタキシードな

どもあって、トランクと大きな布バッグの二つもありで列車の利

用は面倒です。ニュールンベルグの駅でトランクをガラガラ押し

ていたら土地の青年が私の荷物を運んでくれました。助かりま

した。

　また、バイロイト駅に着いても、ここからホテルまでタクシーを

使います。ならばフランクフルトからのニュールンベルグ空港で

直接タクシーで行くことにしたわけです。メーターを使わないの

でもしかしたら両方のメリットありかもです。成田から 11 時間

近くも乗っていますので疲れます。この決断は良かったと思っ

ています。バイロイトには夜の 11 時近くに到着します。バイロイ

トからの帰りもホテルに頼み同じ額でその時から車にしました。

ついでにホテル・祝典劇場の往復も車をチャーターしました。コ

レは助かりました。帰りの足が確保されるからです。前にも書き

ましたが、帰りの雨の場合はタクシーの争奪戦です。正装の男

女が人が変わるのです。

　７日間通いますが、中には連絡が悪くて帰りの車が忘れて来

ない事もありました。

ホテルに迎えに来る運転手に、終演の後何処で待ち合わせる

かを確認します。多くの車があるので、小さいペンライトを預け

ます。私は赤いライトで合図しますし運転手もライトでいる場所

を教えるのです。ライトを預けたらこの意味がわからずに「ダン

ケ」には困りました。プレゼントではないと伝えなければなりませ

んでした。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◇田舎暮らし(41)＜ 動物の食害 ＞【中野信吾】

─────────────────────────

　６月ともなれば周囲の木々は緑の濃さを更に増してくる。畑に

も雑草がはびこり、一寸でも手を拱いているとたちまちのうち

に原野に後戻りしてしまう。先日、畑の草取りをしたときは、畑

の状況は全体に変化なかった。その後、畑の見回りをしていて

感じたことは、やけに鹿の足跡が多いことだけが気になってい

た。山際の陽だまりの良いところにイチゴを植えておいたのが

取れるようになって、これを目当てに鹿がやってくるのかはっき

りしないが、ふたたび彼らの運動場になってしまったように思え

る。その証拠に一部のイチゴの葉っぱが食いちぎられている。そ

ればかりではない。ジャガイモの種があまったので人家に近い

場所を選んでここに蒔いておいたのが、これも見事に掘り当て

られしまった。このときは、前日までは何もなかったので安心し

ていた矢先だった。ジャガイモの木はそのままになっているのだ

が、根元が探り掘りのような状態で全部やられてしまった。後２

週間もすれば新ジャガとして収穫する予定でいたものだ。実に

巧妙な技である。しまったという気持ちと同時に腹が立った。
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　畑の中を飛び回る鹿の群れは５、６頭いるだろう。畑に残され

たひづめの大きさから家族単位で群れているものと推定され

る。それにしても動物の感覚は鋭い。餌となるものを的確に捕

食している。食害を防ぐためにいろいろ知恵を絞ってみたもの

の、今のところはお手上げの感じだ。先述の「人家に近いとこ

ろ」は、今まで被害がなかった。だから今回は大丈夫だろうとい

う思惑からだった。近くの小さな畑は、食害を防ぐために周囲

をネットで張り巡らせた。ネットの中はさらに紐を張り巡らせて網

を張ったように二重に防御した。それでも前年はその防御をか

いくぐって食い荒している。彼らが姿を隠せるような藪とか草

むらを取り除くように、畑の周囲をこまめに手入れする他にな

い。まったく余分な労力と資材を使わされる迷惑な動物だ。

　お陰で畑の周囲はきれいに手入れされてきた。でも周囲の畑

から見ればごく一部だ。畑の周囲を草刈していると、けもの道

に出会う。常時彼らがここを通り道にしているから、ここへ罠で

もかければかかるかもしれない。そういう思惑で早速近くのカ

インズ店に捕獲器具を見に行った。どうも捕獲する器具として

は小さいようだ。本当にこれでひづめが７，８センチもある足に

かかるのだろうか。大小とあり、大きいほうは品切れでなかった。

　鹿を捕獲するあるいは撃退するには、他にどんなものがある

のだろう。捕獲する前にネットで鹿の道を防ぐ方法、白い箱をぶ

ら下げて防止する方法、赤外線で彼らの動きを察知して音を出

す方法、電線を張り巡らせて感電させる方法、そして罠。どうも

どれをとっても手間ひまがかかり、小さな畑では投資するのに

採算が合わない。鹿は農作物を食い荒らす有害な動物という

認定（有害鳥獣駆除の許可）をもらわなければ捕獲することす

らできないのか。これだって申請してからどれぐらい日時がか

かるのだろうか。大半の人たちが申請手続きにあきらめている。

一部動物愛護の方から文句もでるだろうが、耕作者から見れ

ば手塩にかけて作った作物が収穫寸前で、あるいはその前に

捕食されてしまうというのはしのびない。なんとか打つべき手

はないものだろうか。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◇辛口コラム(8)＜ 村上逮捕、背後の巨悪を逃すな ＞【執筆者

 X】

─────────────────────────

◆匿名で旨味を吸った巨悪の奴ら

　村上ファンド代表の村上世彰 が６月５日、逮捕された。このホ

ームページ５月号を読まれた読者は、「秋霜烈日のバッジ（東京

地検特捜部）もまんざらでは無い」と拍手喝采されたに相違な

い。

　あのホームページでは「検察よ、なぜ村上ファンドを放っておく

のか」（執筆者・Ｙ氏）が 痛烈に批判されていたからだ。ライブド

アの堀江某といい、村上某といい、「カネさえあれば何でもでき

る」「カネを儲けてなぜ、悪い」と開き直る輩は、ローバリゼーショ

ンとそれを金科玉条とする「小泉改革」の申し子。日本の伝統

社会では許されるべき存在ではない。

　従って今回の逮捕は、当然の酬いである。多くの国民が「村

上逮捕」に喝采を送ったのは当然だ。テレビの街の声でも、それ

が十分に読みとれた。日本国民の良識は健全である。

　ところで、これで一件落着ではないのだ。いや、これで一件落

着に終わらせてはならないのだ。

　

◆宮内会長は責任は免れない

　考えても見て欲しい。７年前、村上がファンドを立ち上げたとき

の出資金は 40 億円、それが最近では 4000 億円にまで 10

倍も膨らんだ。出資者は、匿名で膨大な配当金の旨味に群が

った拝金亡者らだ。この中には、個人の富裕者はいるが、大銀

行、年金などの基金、外国投資家もいる。

　だが、許せないのは前月号にも Y 氏が触れられたが、政府の

「規制改革・民間開放推進会議」の議長・宮内義彦オリックス

会長の存在である。宮内会長は、小泉改革の先兵として「規制

緩和」を主導してきた人物である。しかも、村上は、宮内会長の

規制緩路線を利用し、違法スレスレの金儲けに走った。つまり、

宮内会長はある意味で村上と一心同体と言ってよい。

　宮内会長は、早い段階から村上ファンドの出資者として名を

連ね、巨額のカネをせしめていた。村上は、宮内が背後にいるこ

とを自ら公然と自慢し、これを売名に利用していた。

 宮内会長は、インサイダー取引の当事者ではないかもしれな

いが、教唆者に近い立場にある。

　しかも、宮内会長の巧妙なことは、「村上逮捕近し」といち早

く察知するや、ファンドから出資金を引き上げ村上との関係絶

縁を宣言したことだ。

　だが、彼の責任は免れない。オリックス社への検察の手が伸び

ることを期待する。

◆福井日銀総裁は即刻辞任せよ

　また、福井日銀総裁が、村上ファンドに 1000 万円投資し、日

銀総裁就任後も保持してい

たことは許せない。しかも、この種の投資や株は本来、総裁就

任時に処分するか、信託にいたく凍結するのが当たり前なのを

怠っていたばかりか、株を含め数百万円の利益を上げていた。

村上逮捕の噂が流れ始めたときに、あわてて売却したという。

この売却も、総裁ゆえ「知り得た情報」つまりインサイダー取引

に当たらないか。監督官庁や検察当局の厳重な捜査を期待し

たい。

　また、福井総裁の行為が違法的でないにせよ、本来金融的に

厳正中立公正であるべき日銀総裁の立場を汚したことにおい

て、その職に留まることはいかなる理由があるにせよ、罪、万死

に値する。即刻、辞任せよ。
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　最近、不祥事を起こした企業、あるいは官庁などのトップが言

い訳に終始し、責任逃れをして、その地位にしがみつくケースが

あまりにも多い。。この種に人間に限って「武士道」を説く。チャ

ンチャラおかしい。

◆小泉首相の責任も重大

　もう一つ、ここで無視できないのは、昨年９月の総選挙に堀江

某を候補に担ぎ出した小泉、竹中、武部の青任である。この責

任追及は、民主党のガセネタ・メール事件で頓挫したが、責任

自体が解消されたわけでない。その上、重ねて、今回の村上逮

捕である。

　しかも、小泉改革５年間を総括すれば、グローバリゼーションの

結果、惨憺たる荒野である。

　堀江や村上に象徴されるように「カネさえあれば」「金儲けが

なぜ悪い」の風潮を作ったのは、まさに小泉・竹中が推進してき

たグローバリゼーション、いや、アメリカナイゼーション（アメリカ

化）でないか。資本原理主義、市場至上主義が、日本の至る所

に瀰漫している。

　それはＪＲ西日本の脱線事故のような成果主義、耐震偽装設

計、あるいは盗作をしながらテンとして恥じない画家和田義彦、

他人の子供を平然と殺す殺人魔、エレベーターの事故。その一

方で進む貧富の格差、地方の貧困化、３万人超の自殺者。まさ

にグローバリゼーションが生み出した当然の帰結である。

　小泉改革が５年間にもたらしたものは、額に汗しつつ日々、勤

勉に努める日本人社会とは異質の世界だ。アメリカ社会なら

許されても、ここは日本だ。アメリカではない。

　小泉も竹中も、かかる風潮を日本に持ち込んだ責任は重大で

ある。即刻辞任して国民に詫びるべきである。

※ 「増さんの政治教室」より抜粋

　 http://www33.ocn.ne.jp/ m̃assan/　

※ブログ「トラベル・ジャーナリスト結城靖彦が綴る愛と旅の物

語」もお訪ねください

　http://yuuki-yasu.blog.ocn.ne.jp/masu/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◇今月のへぇー(40)＜ ワールドカップ・ブログ ＞【 Lagoon 】

─────────────────────────

　ワールドカップは、ブラジル戦 2 点差以上の勝ちしかないとい

う土壇場に追い込まれ、わが国民総じて、日本はなぜ勝てない

か？の分析･反省しきり。

　世論？動向を知るために、ブログ・エントリーのポジティブ・ネガ

ティブ度を判別するサービスをしている blogwatcher という賢

い?!サイトがあって、なかなか面白い。

　オーストラリア戦の直後では、まだ興奮冷めやらず、ポジティ

ブ：ネガティブがは 51％：49％でちょうど半々になっていたが、

今日（20 日）見直してみると、ポジティブは 30％と激減。

想像するに、まぁそんなものだろうね。

blogwatcher http://blogwatcher.pi.titech.ac.jp/eval_more.ph

p?q=%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%8

3%88%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%82%A2%E6%8

8%A6

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◇こんな本あります ＜ **** ＞【上鷺の葦】

─────────────────────────

坐骨神経痛の再発におびえつつ、シャベルをぶん回しすぎて時

間不足となり、今回は休載 m(__)m　(早くユンボが欲しい!! 筆

者）

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

事務局からお知らせ

─────────────────────────

◆中野稲門会 2006 年度総会（5 月 21 日）無事開催

　総会・懇親会へのご参集ありがとうございました。

　総会では、役員改選などが審議されました。とくに本会事務

局を一人で仕切ってきていただいた平崎氏が幹事長職を退き、

新たに高田宜美氏が同職に着任。各役員諸氏の皆さんよろし

くお願いします。

　本会役員[pdf] http://wnakano.moo.jp/noffice/2006yakui

n.pdf

　総会アルバムは、本会ホームページからご覧いただけます

　http://wnakano.moo.jp/bonen/06sokai.html

◆会報『さざんかの道』次号は 7 月 29 日に発行・発送予定で

す。

　会報部会の皆さんが現在鋭意作業中です。お楽しみにお待

ちください。

　なお、同部会も新部員の参加歓迎です。ぜひお気軽にお声を

おかけください。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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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

─────────────────────────

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

沖縄の壷体－國吉清尚展  

【日時】2006/7/3（月）-7/22（土）10：00－17：00(日曜・祝日

休館）  

【会場】早稲田大学會津八一記念博物館  

【対象】学生・教職員・一般 

参加申込み費用 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#kikakuten

「文芸協会百年記念展」関連講座『文芸協会～遊於芸（げい

にあそぶ）その時代と精神』

講師：河竹登志夫氏（早稲田大学名誉教授）、岩佐壮四郎氏

（関東学院大学教授）

      中野正昭氏（演劇博物館助手）  

【日時】2006/6/21（水）13:30-17:00  

【会場】早稲田大学小野記念講堂（小野梓記念館地下 2 階）

 

【対象】学生・教職員・一般 

【参加方法 入場無料・予約不要  

【問合せ】早稲田大学坪内博士記念演劇博物館  

http://www.waseda.jp/enpaku/event/index.html#2006052
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2006 年度オープン教育センター大使講座「共存の追求（仮

題）」※日本語通訳付

講演者：ラ・ジョンイル閣下（大韓民国特命全権大使）  

【日時】2006/6/23（金）16:20-17:50 

【会場】早稲田大学小野記念講堂（小野梓記念館地下 2 階）

 

【対象】学生・教職員・一般 

【参加方法】入場無料・直接会場へ  

【問合せ】早稲田大学オープン教育センター  

http://www.waseda.jp/open/attention/taishi.html 

小説の「聖」対談・鹿島田真希＋古川日出男

鹿島田真希氏（小説家）、古川日出男氏（小説家）  

【日時】2006/6/24（土）15:00-17:00 

【会場】戸山キャンパス 34 号館 452 教室 

【対象】学生・教職員・一般 

【参加方法】入場無料・直接会場へ  

【問合せ】早稲田大学第一文学部文芸専修室  

http://www.littera.waseda.ac.jp/major/bungei/ 
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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 7 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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