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◇夢魂（むたま）川柳 (17) 【家元 ひがし】

─────────────────────────

　　 「いざなぎ」を越えた好況いざ凪に

　　　買物をしないように手を繋ぎ

　　　日本中血出痔で痛し懐も

　　　いずれ長期暫定内閣と呼ばれかね

　　　時計屋で時間を売ってるいくらかな

　　　海鮮のバーベキューツアー干物だけ

　　　野辺送り生きる者皆後づさり

　　　人生の矢印追って生きただけ

　　　素面では助平なのに呑むとまとも

　　　佳人住む有為転変の佇い

※第 14 回「翔んでも東の二度とコンサート」のお知らせ

9 月 2 日（土）6：30 サントリーホールにてリサイタルを行います。

美しい女性声楽家を含め 7 人の妖精達も愛情出演？してくれ

ます。1 人 3,000 円で、4 枚組は 1 万円です。お申込お待ちし

ております。

※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/ ）

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◇海外旅行の変わった話(53)＜バイロイト音楽祭：休日 ＞【市

川孝二】

─────────────────────────

　ワーグナーの４晩続きの大作「ニーベルンゲンの指輪」は初日

が「序夜」の「ラインの黄金」、「ワルキューレ」は第一夜。第二夜

は「ジークフリート」。最後の第三夜は「神々の黄昏」です。バイロ

イト音楽祭では、序夜と第一夜は続いています。つまり、第一、

二、四、六日目が公演日となり、第二夜「ジークフリート」の前日

と最後の第三夜の前日は休演日です。

　よって、「指輪」は６日間で４演目を鑑賞する訳です。前述の市

川のホームページに 2004 年夏の「時間表」を示しました。とに

かく、長帳場です。好きでない人は「苦痛」でしょう。三日目と五

日目は休養日とするか又は観光の日にします。2004 年の場合

三日目に二人でニュールンベルグに行くことにしました。後の

五日目は近くの公園でぶらぶらする休養日としました。昔々元

気のある若い人はこの休みを使って東ベルリンに行ってきたと

威張っていた人もいたり、最近はザルツブルグ音楽祭へ行く人

もいるようです。

　もう年寄りの私達は列車で久しぶりに古都のニュールンベル

グに行くことにしました。

DB（ドイツ国鉄）はバイエルン・チケットを発売しており、「有利」

とのことでした。私達は夫婦で買いましたが、４人まで同額です。

たまたま大阪の女の先生の二人も駅に来てコレを買いました。

この方と同一行動ならば４人で行けますが、帰りも同一行動が

必要です。先に求めたので日本人だし同じ列車で行くことにし

ました。検札の人がチケットをチェックしに来ました。私達のチケ

ットみて知らない大阪の女性に一緒かと聞きますので「ナイン」

と応えました。

歩きつかれて早めにバイロイトに帰りましたが、大阪組は遅く

まで観光したそうでした。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◇田舎暮らし(42)＜ アブラムシ ＞【中野信吾】

─────────────────────────

　育苗ポットのオクラの苗を畑に移植した。苗は根付いてから順

調に成長していたが、いつの間にか成長が止まったままで大き

くならなかった。そんな状態が 1 週間以上も続いた。大きくな

るための追肥もしてみた。それでも成長しない。不思議に思って

葉の裏を見たら、なんとアブラムシがびっしりついていた。これ

では大きくならないのも無理ないと早速駆除剤をかけること

にした。農薬はできるだけ使わない方針なので、木酢液を薄め

てこまめに葉の裏に散布した。この駆除剤は即効性ではない

ので、害虫を見つけたらこまめに散布するしか手はないのだろ

うか。

　それともう一つはアブラムシと共棲しているアリを退治するこ

と。アリの巣を見つけ次第、こちらの方は薬剤を散布しているの

だが、これが難題。彼らの後を追っていってもそれらしき巣が見

当たらない。やっぱり全面的に土壌へ駆除剤を散布するより他

にないのだろうか。

　ここのところ蒸し暑い日が続き天気もすっきりしない。晴れ間

が出たので畑の見回りをした。前日までは普段と変わりなかっ

たのだが、このときは作物の状況が違っていた。ことにナスの

葉がすかすかになって枯れかかっている。葉っぱの上や茎にも

いたるところに甲虫類のテントウムシダマシがいた。異常発生し

ている！　テントウムシならアブラムシの天敵なのだが、この虫は

幼虫から成虫まで害虫だ。彼らの食害痕は見るも無残だ。被

害にあった作物は新芽が出てこなければそれでおしまい。新芽

が出てきても大きくなるまでは一時的に成長がストップしてしま

う。場合によっては他の作物に切り替えざるを得ない。こればっ

かりは薬剤散布に頼らざるを得ない始末だ。今まで無農薬でき

たのが、ここにきて使わなければならない羽目に陥ったのが至

極残念だ。
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　ところで作付けの配置なのだが、ナスが植えられている場所

の近くにジャガイモを蒔いた。キュウリの棚も近くにある。トマト

も近くに植えてある。ナス、トマト、ジャガイモはナス科の植物だ。

前栽物として手近に植えとけば何かと便利だ。味噌汁の具が

足りなければ目の前の畑に行って一掴み採ってくればそれで

事は足りる。これは人間様の身勝手な発想でもある。だが、ナ

ス科の植物は連作を嫌う。だから今まで作付けしていた場所を

今回は変更して違った場所に作付けした訳だった。テントウムシ

ダマシにとっては格好のおいしい食材が近くにあるわけだから、

都合が良いことこの上なしだろう。これからはこの害虫の食害

を防ぐために、薬剤散布をしなくてすむような作付け方法をも

う一工夫する必要がありそうだ。もっと広い場所は他にもある

のだが、前回も書いたようにこちらは鹿の食害がある。動物の

行動範囲が里山へも移動してきたように、ここに住む人間の行

動もなんか似たような制約が生れているようで薄気味が悪い。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◇辛口コラム(9)＜ いい加減にせよ、官僚イジメ＝日本にエリー

トがいなくなる ＞【執筆者 X】

─────────────────────────

◆ キャリア志望者が激減

　最近、公務員志望者が減少している。特に高級官僚の登竜門

とされる国家公務員１種の受験者が激減しているという。

　人事院によると、０６年度の受験申込者は２万６２６８人で８５年

以来、過去最低を記録した。景気の良かったバブル期の 2 万 7

244 人を下回り、また昨年度比でも 4844 人（15.6%）減とい

う激しい落ち込み方だ。

　理由として、民間の景気が上向いてきたこともあるだろう。あ

るいは、法科大学院のへ流れる学生もいるだろう。それにしても

異常である。

　国家公務員１種の合格者（戦前の高等文検）は、いわばキャリ

ア官僚である。幹部候補生として各省庁の要職を歴任し、最後

は次官、局長に登りつめる。時には政治家と対等に渡り合い、

場合によっては、実力、識見において大臣を凌駕する次官もい

た。

　明治以来、高級官僚を目指す大学生は、国家を双肩に担う志

に燃えていた。多くの学生は、この至難の試験を目指して殺到

した。特に天下の秀才が蝟集する東大法学部は、まさにキャリ

ア官僚の養成機関であり、大蔵、（現財務）、通産（現経産）、農

林（現農水）などの主要官庁は、東大法学部出身者で占めら

れていた。いわば、彼らは文字通りエリート中のエリートである。

　その彼らが、今やキャリア官僚への志望を捨てつつある。

　何故なのか？

◆官僚悪玉論で人気策

　それもそうだろう。世の中、政治家、マスメデイア、庶民の間で

「官僚叩き」がこれほど横行した時代はない。いわゆる「官僚悪

玉論」だ。そこには庶民の高級官僚への嫉視感がある。「あい

つら、いい生活をしている」「税金の無駄使い」「天下り先を渡り

歩き、退職金をがっぽり懐に入れている」「政官業癒着の張本

人」と、高級官僚批判に事欠かない。

　特に「官から民へ」と「規制緩和」を合い言葉に構造改革を掲

げる小泉政権になってから、この風潮が一段と顕著になった。

　「敵か、味方か」「賛成か、反対か」と単純な二分法で有権者に

選択を迫る小泉首相は、郵政民営化では反対派を抵抗派と位

置づけ、彼らを党外に追放することに成功した。

　この成功に味を占めたか、小泉は、「次なる敵」として官僚、特

に高級官僚を仕立て、行政改革、財政改革の名を借り、官僚イ

ジメにに没頭した。

　その結果が、「天下り規制」「公務員総数５％カット」などである

 。 まさに官僚イジメである。しかし、庶民は高級官僚に嫉視、

反感もあるので、拍手喝采、大歓迎だ。退陣間際の小泉の人

気が落ちない理由も、こんな巧妙な人気策があるからだ。

◆ 民間に比べてキャリアの賃金は低い

　確かに官僚批判の中には正鵠を得ているものあるだろう。だ

が、かなりの部分は無理解、見当はずれが多い。例えば、批判

の最たるもおに「天下り」がある。確かに庶民感情から見ても、

外郭団体や民間企業に天下り 、そのいくつかを渡り歩いて、そ

のたびに高額な退職金を貰う。庶民感情から見れば羨ましい

限りである。「天下り、飛んでもない」「天下り廃止すべし」とい

う声が起きるのも当然かもしれない。

　だが、ちょっと待ってほしい。

　キャリア官僚の生涯賃金（退職金を含めて）は、同じくラスの

で民間企業に進んだものと比較してどうか。もちろん企業には

浮き沈みもあるが、民間の方が圧倒的よいはずだ。例えば東

大法学部出身者の例を取ろう。成績上位者は、将来教授や学

者を目指す少数者を除いて、大半はこれまでキャリア官僚を目

指した。特に成績最上位のものは、大蔵省に入省した。

　確かに、予算を一手に掌握師、魚失せ全体を差配する大蔵省

は、志のある学生にとって憧れの職場だ。だが、この職場は苛

酷だ。若い内の深夜労働はざらだ。家庭を顧みる余裕もない。

同じ大学生仲間で民間に就職したものに比べて月給は安い。

にもかかわらず、彼らがキャリアを目指すのは、もちろん、天下国

家を担う志があったからだ。

　だが、それだけではあるまい。

　退官後も身分を保障してくれる「天下り制度」があるからだ。

キャリア組の中には４０代後半から「肩たたき」が始まる。彼らの

行き先は「天下り」である。それが封じられたら一体、どうなるの

か。

　もし、天下りを規制したいなら、キャリア組の年収を同程度の

民間企業と同じかそれを上回る賃金を保証すべきである。また、

中途の「肩たたき」をやめ、定年、あるいは年金受給年齢まで職

場を確保してやるべきである。
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◆日本の官僚は優秀だ

　公務員総数カットを小泉政権は、公約に掲げている。

　ならば日本の公務員は多いか？先進国に比較してその数は意

外に少ない。例えば、雇用に占める公務員の割合は、フランス

24.8%、ドイツ 15.1%、スウェーデン 32.0 人、英国 15.0%、米

国 14.5%に対して日本は何と 6.9%だ。（1994 年、OECD 調

査）。あの民間企業中心の米国でさえ日本を上回っているのだ。

　もちろん、最近の福祉重視政策のため福祉関係の公務員が

先進国で増加している趨勢にもよる。それにしても日本の公務

員の数は少ない。ということは、いかに少ない人数で仕事をし

ているかが分かる。そればかりでない。日本の公務員の汚職、

犯罪も、他の先進国に比較して低いという資料もある。日本官

僚のモラルも志気も高い。つまり優秀ということだ。

　だが、その公務員の数を減らせ、と小泉はいう。その結果はど

うか。

　規制緩和した結果、耐震偽装設計、エレベーターの事故頻発、

ホリエ・村上現象。「官から民へ」のこのていたらくは一体なん

だ。

◆日本からエリートがいなくなる

　東大法学部の学生は、今や第二のホリエ、村上を目指してい

るものが多いという。もはや、彼らにとって天下国家の志は魅

力がないようだ。あるのは、一攫千金、拝金思想が幅を利かせ

ているという。

　確かに、官僚イジメがこれほど徹底すれば、有意の学生もキャ

リア官僚への志望を失う。

　その一方で、エリート教育の必要性が叫ばれている。国中が拝

金思想にまみれ、天下国家に熱き思いを抱くエリート青年がい

なくなれば、この国は一体どうなる。

　フランスを見よ。フランスはナポレオン以来、普通の国立大学

のほかにエリート育成を目指すグラン・ゼコールを設立した。高

等理科学校、高等師範、陸軍幼年学校（サンシール）などが有

名だ。その頂点に高級官僚養成学校の ENA がある。

　フランスが、いかにに官僚を大事にしているかが分かる。だから

といって、フランスは決して官僚国家ではない。今、官僚イジメ

に狂奔する日本の政治家よ、フランスを見習えといいたい。

（了）

※ 「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(41)＜ 地球の反対側はやはり遠かった ＞【 L

agoon 】

─────────────────────────

　ペルー旅行では、リマから、ニューヨーク経由で成田に帰着（往

きはロス経由）。現地から自宅まででは 32 時間もかかって、あ

まり長いフライトのお陰で時差ぼけも高山病後遺症（幸いに大

したことはなかった(^○^) ）も解消してしまったほど。IT 分野で

は地球は狭くなったものの、やはり体を運ぶとなるとまだまだ

大変なことだ。日本（航空宇宙工業会）とフランスとで、次世代

の超音速旅客機(SST、コンコルドは 2003 年引退)開発の検討

に入るそうだが、私の目の黒いうちには実現できそうもない。

今後、直行便が運行される可能性も少なく、日本～南米の距

離感は今後も縮まりそうにない。

訪問地は、マ～クスコ(3360m)～マチュピチュ(2460m)～ララ

ヤ峠(4300m)～シスルスタニ～プーノ～チチカカ湖(3810m)

～イカ～ナスカ地上絵、とアンデスのゴールデンルートは何しろ

移動する高度差も距離も半端じゃなくて予想通りのタフ。その

せいか、体重が 1 キロばかり減量。ウェイトを落としたい方向き

のコースですが、いかれるなら還暦までにぜひ。 

ペルーへの旅 http://titoh44.blog29.fc2.com/blog-entry-303.

html

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

事務局からお知らせ

─────────────────────────

◆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ので、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。

◆（ご参考）中野稲門会 役員会(７月)の開催

　日時　　　7 月 29 日（土）15:00～

　会場　　　織田学園地下シミュレーションルーム

　議事　　大学募金事務局から連絡

　　　　　忘年会/新年会日程、内容

　　　　　稲門祭福引券の扱い

　　　　　会員増強(役員の役割)

　　　　　幹事の業務分担

　　　　　部会強化策

　　　　　23 区支部会報告、その他
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◇ キャンパスにおける主な催し

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

─────────────────────────

「よみがえれ！今村昌平―追悼今村昌平監督」―今村昌平を探

る　今村昌平監督追悼展覧会 

【日時】2006/7/15（土）-8/2（水）10:00-17:00※7 月 17 日

のみ休館 

【会場】早稲田大学坪内博士記念演劇博物館 1 階特別展示

室　 

【対象】学生・教職員・一般 

【参加方法】入場無料・直接会場へ  

【主催】文化事業センター

　　共催：演劇博物館、国際情報通信研究科、文学部、芸術学

校、川口芸術学校

　　協力：株式会社今村プロダクション、専門学校日本映画学

校、早稲田大学図書館、日活株式会社

【Web】http://www.waseda.jp/enpaku/special/

公開シンポジウム「国際共同研究と倫理」  

【日時】2006/7/28（金）15:00-18:00  

【会場】早稲田大学小野記念講堂（西早稲田キャンパス 27 号

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】主催：早稲田大学先端科学・健康医療融合研究機

構生命倫理科学ドメイン

　　　　　共催：早稲田大学生命医療・法と倫理研究所  

【Web】http://www.bioethics.jp/

早稲田大学教員養成 GP インテンシブコース・現職研修合同

企画

特別支援教育研修会‐学生と現職教員を結ぶ‐

第 2 回「特別な支援が必要な子どもたちとは？」

講師：池田敬史氏（東京都立あきる野学園養護学校校長）  

【日時】第 2 回 7/29（土）13:00-16:10  

【会場】西早稲田キャンパス 14 号館 604 号室（第 2 回）  

【対象】学生・教職員・一般 

【参加方法】入場無料・ E-mail にて要事前申し込み（定員 70

名）  

【主催・問合せ】 早稲田大学教育・総合科学学術院教員養成

GP 室

【Web】http://www.dept.edu.waseda.ac.jp/kgp/conten

ts/tokubetsu_sien.htm

学術フロンティア シンポジウム

「世界遺産アーカイビング - 残す・伝える先端技術」  

【日時】2006/7/31（月）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・教職員・一般 

【参加方法】入場無料・直接会場へ  

【問合せ】主催：早稲田大学国際情報通信研究センター

　　共催：北京大学 3DVCR 研究室、凸版印刷株式会社 研究

開発部

　　TEL:0495-24-6076 E-mail: wh3d@list.waseda.jp 

【Web】http://www.wh3d.org/symposium.htm
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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 8 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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