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◇なかとう句会 ＜ 夏の色・夏の音 ＞

─────────────────────────

　　　朝顔は　乙女色にて　咲きまする  　【狸の意味深翁】

　　　いっせいに　夏にふり向く　向日葵や

　　　サワサワと　せせらぎの音　目をつむる

　　　海の青　グラデーション　ビーズ編む

　　　みーっけた　麦わら帽子で　隠恋慕

　　　ストローで　初恋の味　啜る夏

　　　稲妻に　一瞬止まる　ウチワの手

　　　捨てた愛　また拾う恋　浜の夏

　　　ひと夏の　女たたんで　藍ゆかた

　　　ラベンダー　絵手紙届き　夏終る

　　　ソーメンで　いいかい？いいわ！　ソー残暑

　　　川鱒の　薫りてあぶる　盆の終わりに  【シグ子】

　　　驟雨にて　川辺を惑う　菜と徳利

─────────────────────────

【狸の意味深翁】さんの先月の作句が、編集担当のミスで掲載

できませんでした。

作者から、7 月句と 6 月句(なぜか同号のものと差替用)をお

届けいただきましたので、以下に掲載させていただきました。

＊六月句「藍の紫陽花」          

　　　六月を　待ちわびて咲く　紫陽花や

　　　紫陽花の　藍におぼれて　しまいましょ

　　　七変幻　花鞠の藍　冴え冴えと

　　　雨の音　こころトレモロ　ひとつ傘

　　　雨慕い　したたる藍の　髪しずく

　　　浴衣柄　藍に蛍の　乱れ舞い

　　　紫陽花は　移り気という　花言葉

　　　雨の糸　綾とりしあう　梅雨の恋

＊七月句「夏に逢いたい」

　　　雨しずく　トマトの赤の　きわだちて

　　　独り酒　雨音に酔う　ジャズピアノ

　　　織姫の　恋短冊や　濡れにじむ

　　　雨デート　憂いを秘めた　藍メイク

　　　ふりやまぬ　膝枕で聞く　子守唄

　　　梅雨空の　トンネルの先　夏景色

　　　雨上がり　あん蜜いかが　浴衣着て

　　　風鈴の　チリリンと揺れ　見つめ愛

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◇夢魂（むたま）川柳 (18) 【家元 ひがし】

─────────────────────────

　　　魂心を震わせ歌う我れは蝉

　　　大統領太めの首輪を注文し

　　　　　（次のポチはシンかな～、首が太そう）

　　　ボク知ってる「お前のカーチャン出臍じゃない」

　　　川柳に季語「梅雨明けの臍開き」

　　　大切なもの少し捨てて楽になり

　　　焼け糞と何に糞まごう無糞別

　　　辞世の句不評でなかなか死に切れず

　　　父母の墓童となって草むしり

　　　頭突きにて敗けても示談 MVP

　　　作為自然真及虚構是人生

※第 14 回「翔んでも東の二度とコンサート：カンツォーネの祭

典」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。お申し込みをお

待ちしております。

申込先掲載サイト  http://www.higaship.com/

同ポスター

http://wnakano.moo.jp/noffice/canzone2006.pdf

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◇海外旅行の変わった話(54)＜休み時間は ＞【市川孝二】

─────────────────────────

　バイロイト音楽祭はオペラの「オランダ人」と 4 晩続きの序夜

の「ラインの黄金」の二つは幕間なしで約 2 時間半位の公演で

す。開演は午後 6 時からです。

他の楽劇などは午後 4 時に始まり、「3 幕もの」です。休み時間

は完全に各々一時間もあります。だから、私の HP のバイロイト

音楽祭の時間表のように遅くの終演となります。一時間もの

休みにどうするかは各人の好みです。

　地下のレストランでゆっくりと食事を取る人もいますし、広いブ

ュッフェ食堂で休むことも出来ます。初めての夫婦の参加の時

に日本で予約して地下で食事しました。こりごりです。多くの人

が同時に食べますので、料理は遅れ勝ちです。バルコニーで 5

分前・ 10 分前の開幕を知らせるファンファーレが聞こえますと

「気もそぞろ」となります。よせばよいのにグラスワインを頼みま

した。細かい紙幣が無いので 50 ドイツマルク紙幣を出しました

ら、給仕の女の子は「ダンケ」でした。ここに来る人は鷹揚な方

達で気前が良いのでしょう。ケチな私は違うととっさに言い釣

り銭を求めて多少のチップは置いて出ました。

　二人は祝典劇場周辺の広い公園を散歩して時間を過ごしま
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す。広いブュッフェ食堂には行かないことにしています。この訳

は仲間もいて話に弾み時間の経過が判らなくなったり、疲れる

からです。長丁場の音楽祭です。体調の管理に留意します。よっ

て、公演のベンチで次の幕の筋書きなどを調べて「お休み」時

間とします。ベンチで二人で休んでいると、日本人の観光客も

来ます。コンダクターに連れられて本場の休憩時間の見学のよ

うです。

　公演最中にトイレって言うことは不可能です。上野の東京文

化会館やＮＨＫホールのように劇場に中には縦の通路はありま

せん。ドイツの劇場は横が入り口で右と左から自分の座席に入

ります。休み時間に水分を多く摂ると困ります。休み時間も水

分を余りとりません。目的は音楽祭の参加なので。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◇田舎暮らし(43)＜ ウルシかぶれ ＞【中野信吾】

─────────────────────────

　8 月の岬町合宿からの帰路、その足であわただしく長野まで

直行した。というのはお盆前に裏の畑の山際の藪を切っておこ

うと以前から計画していたからだった。前号にも記したように、

鹿の食害で被害を少しでも防ぐという意味で、彼らが畑へ侵

入する前に体を隠している藪を取り払っておこうというものだ

った。もう一つ、合宿の朝、山荘の裏山を案内された H 氏が、

下草刈り用の山で使う鎌を持って案内に立たれた。そのスタイ

ルは違和感なく板につき現地人に溶け込んだようでさまになっ

た姿だった。おっ、こんな道具も揃えている！　家にもあった。こ

の道具を見たとたん、藪の切り込みを急がせた動機になった。

　早速、納屋になってしまった我が家の二階の物置から下草刈

りの鎌を取り出して刃をつけた。鎌は長年使用してないので若

干の錆びが付き、錆び落としも兼ねてのものだった。のこぎり、

なた、下草刈り用鎌の 3 点セットで作業にかかった。暑い日中

は避け、夕刻の涼しい時を狙って開始した。仕事は順調にはか

どった。でも、夏場の山仕事は汗との戦いでしんどい。吹き出る

汗は新陳代謝を良くするなんて勝手な理屈をつけて、後で飲む

ビールのうまいことを思い浮かべながらの格闘だった。

　

　夏場の藪切り作業は途中で止めてしまうと後が続かなくなる。

一気呵成にしてしまいたいと翌日は朝から作業を開始した。昼

前にはきつい作業も終わるだろうと目論んだのだが、あともう

わずかというところで笹薮に巣を作っていた蜂の巣をつついて

しまった。一匹の蜂が長い鎌の柄にそって鎌を持っている右腕

を直撃した。あわてて退散した。刺された箇所へは唾液をぬり、

そこを強くつまんで毒が中に入らないよう搾り出すようにして

みた。どうも鎌が巣を直撃していて、彼らの怒りの羽音がしてい

たのだがそれを無視したのがいけなかったようだった。

　よくないことが続く。その付近に 3 本ばかり漆の木が生えて

いる。この木は 5、6 年前に伐採した記憶があったので、今回も

大丈夫だろうと思って片付けた。夏の暑い日中、汗まみれにな

って片付けたまでは良かったのだが、木が大量に水分を上げて

いたことを忘れていた。冬場とは条件が違う。直接、木にさわっ

て木を切っている、片付けるために切り口にふれているなど、ど

うぞ「かぶれてください」といわんばかりのものだ。はたして 2、3

時間後、なんだか両手の腕がやけにかゆい。日中の作業だか

ら日焼けを起こしたんだろうと思っていた。そこで腕を冷水につ

けて、熱くなった腕のほてりをとる行為を繰り返した。むき出しに

していた両腕は赤くはれて、熱を持ったのか手の上げ下げがと

ても億劫になった。かぶれが発症してから 3 日間はこのような

状態が続いた。はれが大分ひけてきたところで医者に症状を訴

えて塗り薬をもらった。はれとかゆみは 1 週間でようやく元の

状態に戻った。鹿の食害はわが身に思わぬ災難をもたらした。

身の清め方が足りなかったのだろうか。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◇辛口コラム(10)＜ 複雑怪奇なり、国連外交 ＝ 歴史の悲劇

は二度繰り返す？＝＞【執筆者 X】

─────────────────────────

◆完敗に終わった北朝鮮外交

　北朝鮮の理不尽なミサイル発射に対する国連決議は７月１６日、

安保理事会の満場一致で採決された。だが、名前こそ非難決

議だが北朝鮮に対する強い制裁色（国連７章）を盛り込んだ当

初の日本案とは似ても似つかぬ、妥協の産物。拒否権をちらつ

かせて日本案に反対した中露はおろか、北朝鮮の高笑いが聞

こえる。一部のマスコミや御用評論家は、日本外交の成果と褒

めそやしたが全く逆だ。日本の国連外交は完敗したと言える。

　今回の経緯をみると、外交巧者中国のしたたかな暗躍と、常

任理事会加盟国の国益、思惑、打算で日本は翻弄され続けた。

味方と思っていた国が、いつの間にか相手側に回り、気が付い

たら日本はいつの間にか国際的に孤立していた。

　「純とブッシュ」。わざわざ二人連れ立ってケンタッキーのプレ

スリーの生家を訪ねた同盟国アメリカのブッシュは、小泉のため

に一体どんな手助けをしたというのか。

　「断固、北朝鮮に制裁を」と言い出しっぺの安部官房長官や

麻生外相はまさに面目失墜、日本の国連外交は一体どうなっ

たのか？

　出典は知らないが「賢者は歴史に学ぶ。愚者は経験を大事に

する」という言葉がある。

　そこで思い出すのは「欧州の天地は複雑怪奇なり」と沈痛の

言葉を吐いて内閣総辞職した平沼騏一郎首相のことだ。昭和１

４年（１９３９年）８月２８日のことだ。

　当時の歴史事情を簡単に見ると、日本はその前年、ドイツ、イ

タリアの枢軸両国との間で、ソ連を仮想敵国とする防共協定を

締結、さらに翌年これを強化する軍事同盟まで進もうとしてい

た。その矢先、同盟国ヒトラー・ドイツがこともあろうに同年８月
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２５日、日本の天敵スターリンと「独ソ不可侵条約」を締結したの

だ。寝耳に水、あれほど信じていた同盟国の裏切りである。日

本は、ドイツに対して「防共協定違反」と抗議したが後の祭り。

権謀術数、謀略渦巻く国際舞台では「昨日の敵は、今日の友」

という裏切り行為は日常茶飯事。平沼首相の沈痛な言葉は、

それなりに理解できるが、百戦錬磨の戦略家、外政家から見れ

ば国際的無知、外交音痴をさらけ出したに等しい。

　そして、今小泉内閣は「歴史を学ばない愚者」の役割を再び演

じようとしている。

　

◆同盟国アメリカは信頼できるか

　ここでわれわれは問いたい。同盟国アメリカは信頼できるかと。

多くの読者は「そんなバカな」と一蹴されるに違いない。確かに

日本が戦後６０有余年、平和を享受し経済大国の道を歩むこと

ができたのはアメリカのお陰である。そのことは紛れもない事

実である。「アメリカは日本の番犬サマだ」と名言を吐いたのは

椎名悦三郎外相（当時）だが、アメリカの軍事力が冷戦時代の

日本を周囲の脅威から守ってくれた。

　だが、この番犬サマは時々、飼い主の意向に反する行動に出

る。つまり、国益のためにはダブル・スタンダード（二重基準）の

行動を平気でやってのける国柄なのだ。このことをわれわれは

十分に銘記すべきである

　実は北朝鮮制裁をめぐる国連決議の駆け引きの中でも、そん

な姿が垣間見えたのである。実は、それは今回が初めてではな

い。昨年の国連安保常任理事国入りの失敗も、実はそんな非

協力なアメリカの姿が見られたのだ。にもかかわらず、小泉首

相をはじめ日本の外交当局は、今度も性懲りなくアメリカ頼み

で同じ失敗を繰り返している。

　アメリカのダブル・スタンダードとは何か？

　そのことに入る前に北朝鮮非難決議をめぐる国連舞台裏の

駆け引きをかいつまんで眺めてみたい。７月５日の北朝鮮の理

不尽なミサイル発射に対して日本は直ちに万景峰号の入港一

時禁止など制裁措置を決定した。さらに国連安保理事会に対

して強い拘束力を持つ「国連制裁決議案」（国連７章）を提出し

た。安倍官房長官、麻生外相主導で行われたこの一連の迅速

な措置は、時が時だけに国民の拍手喝采を浴びた。

　確かにここまで良かった。だが、その後の雲行きがあやしくな

った。安保理事会１５ヶ国のうち日本案の賛成国は米英仏の常

任理事国を含めて１３ヶ国。反対の意向を示していたのは拒否

権を持つ中露二ヶ国。この二国に対して「世界の大勢に逆らっ

てまで拒否権発動できまい」（外務省高官）と楽観的ムードが

流れた。首相官邸筋は「中国の拒否権発動も結構。中国がな

らず者国家を助けていることが、これで浮き彫りになる」と強気

論が罷り通った。だが、良かったのはここまで。

　決議採択はいつの間にか先延ばしされ、雲行きがあやしくな

った。どうやら決議先延ばしは中国の猛烈な働きかけによるも

のだった。胡錦濤主席自らブッシュ大統領に電話で直接働きか

けたようだ。ネオコンの強硬派ボルトン米国連大使もいつの間

にか採決先延ばしの中国寄りの姿勢を示すようになった。しか

も英仏からも中国案に近い修正案が提出される有様。気が付

いたら日本は、二階に上がってみたものの見回したら誰もない。

ハシゴが外されたのだ。

　このとき中国がアメリカに対して使ったのはどうやらイラン・カ

ードだったようだ。

　

◆イラン・カードで米中密約？

　アメリカ本土に届かないテポドンは、アメリカにとって安保上、

それほど脅威ではない。むしろアメリカが重大な関心を払って

いるのはイランの核開発だ。イラクで手を焼くアメリカにとって、

イランの核開発は悪夢中の悪夢だ。中東の火薬庫に点火しか

ねないからだ。おそらくアメリカは、近く国連安保理にイラン制

裁決議案を提出するであろう。そのとき反対が予想されるのは

今回と同様中露である。アメリカとしては、ここで中露、特に中

国に恩を売ることで、イラン問題の解決を狙ったと言えなくも

ない。インド、パキスタンへの核容認などアメリカのダブル・スタ

ンダードは日常茶飯事だ。小泉さんよ、プレスリーを踊っている

場合ではない。日本の最後のカード・核開発ぐらい言い出すべ

きではないか。（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(42)＜ SUDOKU－数独 ＞【 Lagoon 】

─────────────────────────

　4 月から嵌って、毎日一題やってきている流行のパズルだが、

初級、中級問題から、いよいよ難問クラスになってくるとけっこ

う苦戦。ミスさえしなければ普通の定石だけで詰めきりができ

て、手詰まりなんて無縁の筈だと思ってはいたが、なかなかどう

して(-_-;)

　解きながら、自分なりの解法を編み出したりできるのが、この

パズルの面白さ。我が家では、私とオクさんで解けるまでの所

要時間を競い、89 才の母にはぼけ防止として督励中。

次のサイトに各レベルの豊富な問題がありますので、挑戦して

みてください。

　晴耕数独 on WWW

http://www.oct.zaq.ne.jp/woodside/jsudok/
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

事務局からお知らせ

─────────────────────────

◆会報『さざんかの道』27 号はお楽しみいただけたでしょうか

？

　同封アンケートにも徐々に返信いただいておりますが、どうぞ

よろしくお願い致します。

会員のお仕事 PR の一助とすべく、本会ホームページに「お仕

事リンク」を設けており、今月は以下サイトを新たに登録。ビジネ

スサイトに加え、個人の Web ・ブログもリンクしますので、ぜひ

お申し越しください。

　福島事務所（企業総合コンサル）、新星自動車（タクシー）、久

保書店

　白川商事（マンション仲介管理）、関根工務店、西田商店（包

装用品）

　河西医療製作所、五味建築設計事務所、中野建設塗装

　こまどり幼稚園、宮川国際特許事務所、日本セミコンタクダー

※順不同
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◇キャンパスにおける主な催し

　 http://www.waseda.jp/jp/event/

─────────────────────────

早稲田演劇の近代「文芸協会」/早稲田演劇の現代「自由舞

台」

【日時】2006/7/27（木）-9/26（火）10:00-18:00※土・日・祝

閉室

【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】入場無料・直接会場へ

【問合せ】主催：早稲田大学文化事業センター Tel:03-5272-

4783

特別協力：早稲田大学坪内博士記念演劇博物館

【URL】http://www.waseda.jp/cac/html/tenzi02.htm

21 世紀 COE プログラム関連シンポジウム「楚墓の発掘と楚

文化の地域性」

総合司会：工藤元男氏（早稲田大学文学学術院教授）

【日時】2006/9/8（金）10:00-18:30

【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・教員・一般

【参加方法】入場無料・直接会場へ

【問合せ】早稲田大学文学部工藤研究室 Tel：03-5286-3700

（直通）

【URL】

http://www.enhan.waseda.ac.jp/event/kanren/kanren_41.h

tml

シンポジウム 「日本における伝統的身体」シンポジウム

第四回（最終回）－武道の身体－

講師：柳生耕一氏（柳生新陰流第二十二世宗家）

司会：尼ヶ崎彬氏（演劇研究センター客員教授・学習院女子大

学教授）

【日時】2006/9/15（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・教員・一般

【参加方法】入場無料・直接会場へ

【問合せ】早稲田大学演劇博物館 21 世紀 COE 演劇研究セン

ター舞踊研究コース

【URL】

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

enpaku/jp/course/course04_02.html#20060915
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◇メールマガジン担当【いとう】　　　　　本号送信数 60

─────────────────────────

◆さて、今日は 3 連覇を目指す強敵駒大苫小牧へ、早実がど

こまで食い下がれるか、大いに楽しみです。ささっとメルマガ編

集を終えてさて応援体制に。

☆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どうぞ。

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 9 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/

☆過去のバックナンバーは次の URL からどうぞ。

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

mon@freeml.com
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