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◇なかとう句会 ＜ ふれて、秋 ＞

─────────────────────────

　　　栗の実を　掌のせた　遠き秋　　【狸の意味深翁】

　　　携帯の　ストラップ替え　秋の色

　　　十月や　もみじの緑　煌めいて

　　　恋香る　呼びとめたのは　金木犀

　　　柿熟れて　夕陽に染まり　朱に燃えて

　　　秋の暮れ　秋刀魚の煙　路地の裏

　　　栗おこわ　たちのぼる湯気　なごみ秋

　　　縄のれん　赤提灯に　秋の風

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◇夢魂（むたま）川柳 (20) 【家元 ひがし】

─────────────────────────

　　　王子様どの娘にハンカチ落しかな（祐くんガンバレ）

　　　「ひき逃げ」という銘柄呑ませ代行へ

　　　うたた寝の息子の背に立つ孫木遣り

　　　全取っ変え覚えたメンバーオシム間も無く

　　　母が消え傘下げ濡れ待つ日本の子

　　　ホワイトで私の非礼消して下さい

　　　こんにちは赤ちゃん死ぬ時アッカンベー

　　　ヒースロー裸足でスッピンゴミの山

　　　ファド切々陰影暗を歌い分け

　　　ポルトワイン強さと甘さファドのこく

※9 月のリサイタルを終えて、念願のポルトガルのファドを聞き

にロンドンのヒースロー空港をトランジットした際、テロ対策の為

手荷物検査が 2 時間長蛇の列、あたりは没収された手荷物、

カバン、ペットボトル、口紅、化粧品等でゴミの山、女性は自宅

からスッピンも多く、おまけに裸足で歩かされその厳しさは収容

所のようでした。翌朝リスボンのホテルでツアー客に再会した時

の日本女性の美しかったこと！

※尚、投句コーナー「秋深し」の締切りを 10 月迄にしますので

振るって御応募下さい。

例句「秋深し我が家の家計もナナカマド」家元

※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い。

連絡先掲載サイト http://www.higaship.com　 東綜合設計事

務所 東直彦

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◇海外旅行の変わった話(56)＜シャンパン醸造所 ＞【市川孝

二】

─────────────────────────

　2006 年 7 月にグローバル社の「ルネッサンスが薫る古都をめ

ぐる旅 10 日間」に参加しました。イタリアでの滞在は８日間で

す。15 人の参加でした。最終のミラノで別れて私達は「パリ・６

日間の休日」を楽しみました。夫婦だけですので，こちらのバス

ツァーに参加しました。「My bus」・・《日本語ガイド付き定期観

光バスツァー》です。

　一人 120 ユーロの『日帰りランス・シヤンパーニュツアー』です。

ルーブル美術館傍からマイクロバスに乗りました。参加者は３組

６人でした。ランスのノートルダム大聖堂（世界遺産）を訪れるこ

とが主な目的でした。帰りにシャンパン醸造所にも行くとのパ

ンフを見て東京で予約しました。

　曇り空の中，先にシャンパン街道を通りエペルネーに行きまし

た。日本の葡萄畑と違って人の背丈位の高さに葡萄の木が茂

っていました。行った醸造所は，1743 年創業の「モエ・エ・シャ

ンドン社」でした。世界各国からの訪問者があるとかで，ホテル

のような建物でした。日本人の女性が地下のセラー見学の前

に「video の映写を見てください」と数分間の映像＝“自然から

芸術へ”を見てからセラーに降りました。迷路のようなセラーは

涼しく，何万本か判りませんが凄い数のシャンパンの瓶が眠っ

ています。夏なのに寒いくらいです。やっと，案内の女性が何故

ウールの肩掛けを持っていたのかを知りました。250 年の歴史

を持つセラーの沈黙の中に静かに熟成しています。一定の低温

と湿度のもと，泡立ちと複雑な香気が形成されるのです。

　セラーの壁は湿っていて柔らかい土質です。見学の最後は「試

飲」です。最高の雰囲気の中で味わいました。ここの入り口に

ベネディクト会修道士，ドン・ペリニヨンの銅像があります。ここ

はあの「ドンペリ」を作っている醸造所なのでした。売店にはソム

リエ用の品々から，各種のシャンパンまでがあります。３組の内

シャンパンを買わなかったのは私達だけでした。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◇田舎暮らし(45)＜ ススキ ＞【中野信吾】

─────────────────────────

　田舎にいると自然の移ろいはそのまま何となくやり過ごして

いるようだが、都会ではこれがもっと敏感に受け取られている

ように思える。というのは、ある日上京して知人のお店で雑談

していた際、主から「今度来るときでいいから一握りほどススキ

を取ってきて」という要望を受けた。店に飾るのだという。当方

は気軽に返事したのだが、何となく気になりそれが数日間続い

た。

　それは秋の天候だ。ここへきて今までと違った空模様だ。遅れ
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ていた収穫作業とタマネギの苗植えをしなければならない。こ

の二つの作業の合間を縫って約束のススキの採取に出かけた。

いざ実際に現場で採取するにあたって、先方がどんなもの（品

物）を要望しているのかはたと困ってしまった。簡単に請け負っ

たものの、お店に飾るに当たってどんなものでも良いというわ

けにはいかない。結局、一本一本それも虫が食わない若い穂を

見立てての作業になった。これが結構時間がかかる。

　最初は放棄された荒れた畑をねらって採取したものの、どれも

飾る条件にあったものが少なかった。場所を移動して条件にあ

ったものが多いようなところでの作業となった。普段は草刈で

も一気呵成に機械を回して刈り取ってしまうので簡単に見える

のだが、手作業での採取となると意外に時間がかかり面倒だ。

一握り欲しいが結局一束となってしまった。草丈も根元からの

長さになると 2 メートル近くになってしまった。一束は、そのなか

から良いものだけを選んで飾ってくれれば良いという思惑でも

あった。

　さて刈り取ったススキをどうやって運ぶかだ。丈が長いから車

のトランクには入らない。車の助手席を倒して斜めに入れてみ

た。穂のところは折れないように菰を巻いた。準備はできた。長

距離を走ってようやく目的の場所に到達した時はほっとしたが、

繁華街の交通渋滞のなかでの駐車には一苦労。単なる通過と

違う体験は冷や汗の連続だった。田舎者が都会の真ん中まで

車を乗り入れる、これだけでも神経を使うのに、駐車，荷降ろし

は、慣れない者にとって相当の冷や汗だった。

　届けたススキは量が多かったためにお店中に飾られた。秋の

シーズンに間に合ってよかった。都会では感じられない季節が、

ちょっとした工夫で秋を演出させたのは見事だった。秋の雰囲

気が漂う。騒音に囲まれた中で忙しい生活をしていると季節に

疎くなる。店に花を飾ることはどこでもしている。だが、ススキを

メインに野趣味満点に飾ったことは、今までと違った雰囲気を

醸し出していた。絵心がなければできない演出だ。来店する客

に少しでも季節の感覚に触れさせようとする主の細かい気配

りが心憎い。苦労した甲斐があった。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◇辛口コラム(12)＜ やっぱり、核武装しかないか～非核３原則

の見直しを ＞【増山榮太郎（政治ジャーナリスト）】

─────────────────────────

◆角さんの予言

 これは生前の田中角栄元首相から筆者が、じきじき聞いた話

だが１９７２年９月、日中国交正常化を成し遂げた後の雑談の時

に周恩来首相（当時）が田中氏にこう語りかけたという。

「日本は非核３原則を掲げて核武装をしないと言っているが、本

当にそうだろうか」

「いや、日本を核武装させるのは簡単だ。貴国が沖縄へ原爆一

発をぶち込むと言ったら、日本は即座に核武装する。国民は誰

一人反対しまい」

　今、お隣の”ならずもの国家”北朝鮮が核実験に踏み切った。

今年７月のミサイル連射に次ぐ暴挙である。しかし、まだ北は日

本に核ミサイルをぶち込むとは言ってない。

　だが、「自国への経済制裁は宣戦布告とみなす。それ相応の

物理的反撃の用意はある」と北外務省は威嚇している。あるい

は、角さんが予言した事態が、早々に来ないとも限らない。そん

な日をわれわれ日本人は覚悟しなければなるまい。

　幸か不幸か、北の暴挙に対して現在、日本国内に本格的な核

武装論がわき起こっているわけではない。2002 年、官房副長

官時代に早稲田大学で「自衛的な核武装なら憲法に違反しな

い」と言い切った安倍首相も、今度の臨時国会での答弁で「非

核３原則は堅持する」と断言している。

　だが、果たしてそれで済むのか。

◆世界は核無法時代へ突入

　北の核実験は、ある意味で世界が核無法時代へ突入した象

徴的な出来事と見ていいのではないか。国連憲章第７章でど

んな経済制裁（あるいは武力行使を含む）を科しても北の核開

発は止むまい。

「ズボンをはかなくとも中国人民は核をつくる」と言ったのは毛

沢東だ。その通り原爆も水爆もつくってしまった。そして、インド

もパキスタンもそうだった。次はイランの番だ。イスラエルが、核

を保持していることは公然の秘密だ。大量破壊兵器こそ、発見

されなかったが、フセインのイラクも遠からず核を保持していた

であろう。リビアは核開発をやめたが、サウジアラビアも、シリア

も、虎視眈々と機会を窺っている。そして、スーツケース型ポータ

ブル原爆がアルカイダのような原理主義テロリストの手にわた

る日をわれわれ人類が、２１世紀の何処かで迎えるかもしれない。

　ヒロシマ、ナガサキの悲劇以来、人類は核不拡散のため、営々

と努力を続けてきた。だが、パンドラの函を一旦開けてしまった

後ではもはや蓋をする訳にはいかない。核拡散防止条約

（NPT）や国際原子力機関（IAEA）の努力や実効性が疑われて

も仕方がない。

　それでも、日本は「造らず、持たず、持ち込ませず」の非核３原

則を守り続けていくのか。

◆ダブルスタンダードのアメリカ

　「アメリカさんの核の傘がある」と多くの日本人は考えている。

その通り、日米安保条約はそのためにある。だから、北がどんな

暴言を吐こうとも、日本人は安閑としていられる。だが、アメリ

カはそれほど頼りになる国なのか？

「パリが核攻撃されてたら、アメリカはモスクワを核で反撃できる

か」



中野稲門会メールマガジン 2006/10 号（10 月 20 日配信）

3

　かつて、ドゴール大統領が冷戦下、アメリカに突きつけた重い

問いかけだ。そのことが当時、フランスをして核開発に踏み切ら

せ、北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）の軍事部門からの離脱をさせ

た最大の理由であった。

　今、われわれは同じ質問をアメリカに問いかけてみるべきであ

る・

「北朝鮮、あるいは中国の核ミサイルが東京に飛んできたとき

アメリカは直ちに平壌や北京に核反撃するか」と。

　おそらくノーであろう。アメリカが、核で反撃すれば、当然のこ

とながら北も、中国も、米本土向けて核攻撃を開始するであろ

う。ロサンゼルスを、ワシントンを、ニューヨークを核の火の海にす

ることをアメリカ人が耐えられるのか。

　ドゴールの問いかけは、実は日本人の問いかけでもある。しか

も、アメリカほどダブル・スタンダードの国はない。国益のため

なら過去の約束も平然と破り捨てる。インドを見よ。パキスタン

を見よ。核開発が判明した直後、両国へ厳しい経済制裁を科し

た。日本も愚直にこれに従った。だが、どうだろう。国益となれ

ば、パキスタンへも、インドへも、友好国として軍事援助する。イ

スラエルの核には見て見ぬ振りをする。いつの日か、北朝鮮が

アメリカの友好国として経済援助どころか軍事援助を受ける

日が来ないとも限らない。北の核実験も、金正日のアメリカへ

のラブコールと言われているゆえんである。

◆アメリカを怒らせずに核武装する方法

　ならば、核無法時代の到来で日本はどうすべきか。手っ取り

早く言えば核武装するより仕方がない。だが、これに一番、怒

り狂うのはアメリカである。米戦略国際問題研究所アジア部長

マイケル・グリーン氏はこう語る。

「日本が突然、単独で核保有に踏み切ったら日米関係は大き

な危機に直面する」（『ニューズ・ウイーク』日本語版 10 月 18

号）

　まさにその通りであろう。ならばアメリカを怒らせず、日米関係

を危機にさせないで、核武装する手があるのか。筆者はあると

思う。非核３原則の中「持ち込ませず」をまず外すことだ。その

上で、核搭載可能ミサイル原潜（トライデント型）を４隻程度購

入する。これを日本列島周辺に常時潜行させる。一旦緩急あれ

ば直ちに反撃する。日本人に核ボタンを任せるのが不安なら、

原潜は米海軍と海上自衛隊の共同運航でも良い。これこそ究

極の日米同盟ではないか。アメリカの軍需産業にとってもプラ

スになる。よもや、アメリカさんよ、反対しないでしょうね。（「カレ

ント」11 月号より転載）

※「増さんの政治教室」 http://www33.ocn.ne.jp/~massan/

※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(44)＜ 哀愁のポルトガル 1/2 ＞【 Lagoon 】

─────────────────────────

　東欧を除いて訪ねていなかったユーラシア大陸最西端の国ポ

ルトガルへ。フランシスコ・ザビエルによるキリスト教文化の到来、

伊東マンショら天正遣欧少年使節団など西側世界に初めて目

を向けることができたのも同国の大航海時代のお陰とも言え

るし、カステラなど、ポルトガル語から日本語に定着した表現の

多さも、わが国との繋がりの深さがうかがえる。

　15 世紀エンリケ航海王子、ヴァスコダ・ガマによって一時はス

ペインとともに世界を制したとも言われる輝かしい時代の経験、

そして現在はいまひとつぱっとしないその落差（…今年のワー

ルドカップで 4 位は凄かったけど）、それでも質素に暮らしやす

そうな魅力あふれるポルトガルとは？

◆やはり遠い国だった

　乗り継ぎのミュンヘンまで 12 時間、そしてリスボンまで 3 時

間のフライト、往路復路とも自宅ホテル間は 23 時間前後かか

る。ふーう、ユーラシアの東端から西端まではと－お－い。加えて、

行きのルフトハンザ A340 のシート（2-4-2）では、オクさんと二

人ともが中央列の中 2 席 EF とアイルにならず窮屈なことお

びただしい。一人ならしょうがない場合もあるが、ペアでもこん

な配席にするルフトハンザにはもう乗りたくないね（最近、予約

時から座席指定できるシステムが拡がってきて、アイルはすぐに

埋まってしまうことによるものだが何とか出来るはずだけど）。

◆リスボンからポルトまで

　コースは、リスボンからポルトまで約 300km を北上して、またリ

スボンに戻り市内とロカ岬、シントラを観光。リスボン～アルコバ

サ～バターリャ～ファティマ～コインブラ～ポルト～ナザレ～オ

ビドス～リスボン。東京から名古屋の間の見どころを回るよう

なイメージだ。

10 月は乾季と雨季の境目で、とくに旅の後半は毎日雲ひとつ

ないまぶしい陽の毎日。

◆教会・修道院ばかり

　見どころは、ブラジル・アンゴラ・モザンビーク・ゴア・マラッカ・

マカオなど世界に広がる当時の植民地から集めた富を用いて

つくられた教会か王宮がほとんど。大きさ・贅沢さはどこも想

像以上。

　景色そのものは大したことはないが地理的特異点としてのロ

カ岬、ドウロ川をはさんむ丘の都市ポルトの素晴らしい景観が

一番気に入った。

◆車窓から

　都市間は、とてもよく整備された高速道路（自動料金収受、日

本でいう ETC も設置）でつながっていて快適。大西洋沿岸地

帯はほどんどが低い丘陵が連なっていて、農地（ブドウ畑が多

い）か松とユーカリの林がまばらに点在するあまり変化のない

景色。そうそう、やたら風力発電の風車が多く目についた。総じ



中野稲門会メールマガジン 2006/10 号（10 月 20 日配信）

4

ては、中央高速の長野・山梨あたりを走っているのと同じような

景色。

　高速路はどこも空いていて ETC なんかいるのかしら？とも思

うが、フロントウィンドウに貼り付けた発信機（ただのボックス、

日本のようなカード差込なし）をつけている車は 1 割ぐらいか。

敬虔なクリスチャンが多いせいか、ETC ゲートには開閉バーな

ぞなく、ただ通過するだけ。15 日はシントラの方で開催された

オートバイレースにヨーロッパ各地からバイカーが集まっていた。

オートバイ専用ゲートが設置されているところもあって、バイクが

すいすい通過しているのを目撃、まさか無料ということはない

でしょうがね？（未確認）

※ブログ「つれづれ ― プレイバック」

http://titoh44.blog29.fc2.com/blog-entry-364.html
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事務局からお知らせ

─────────────────────────

◆10/22（日）は、2006 年度ホームカミングデー・稲門祭！！

　ふ る っ て ご 参 加 く だ さ い 。 校 友 ホ ー ム ペ ー ジ

http://www.waseda.ac.jp/alumni/

　大隈庭園では、中野稲門会の音楽同好会が初参加し演奏を

披露。ご期待ください。

　ホームカミングデー記念式典ライブ配信は

http://www.waseda-garden.net/streaming.html

◆各部会の主な予定

　お気軽に参加希望をお寄せください。

問い合わせは、幹事長（高田宜美　TEL 03-3383-0962）か本

会ホームページのメールフォームへどうぞ。

10/21（土）第 83 回箱根駅伝予選会、立川市の昭和記念公

園＜スポーツ観戦同好会＞

　　　集合時間：8 時 15 分

　　　場所　　：西立川駅の公園側改札出口、幹事の掲げる「中野

稲門会」の旗のところ

10/29（日）東京六大学野球、早慶戦、神宮球場＜スポーツ観

戦同好会＞

10/31（火）＜ナイスライフ部会＞落語を聞いてリフレッシュ　柳

家喬之助

　　　時間：1 時 30 分 から

　　　会場：東山高齢者会館　野方 4-41-7

11/16（木）＜第 3 回歩こう会＞後楽園

　　　集合：11 時 30 分、その後、庭園散策と庭園内涵徳亭にて

懇親会

　　　出欠返事：10 月 31 日　3387-5416 片平（tel&fax)
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◇キャンパスにおける主な催し   

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

─────────────────────────

電通公開セミナー「富士山再生へのロードマップ Part2」

－環境保全と観光の共生を考える－

【日時】2006/10/27（金）14:00-17:30

【会場】株式会社電通本社 1 階電通ホール（東京都港区東新

橋 1-8-1 電通本社ビル 1 階）

【対象】学生・教職員・一般

【参加方法】入場無料・要申込み（定員 200 名）

10/20 までに、表題に「電通公開セミナー参加希望」と書き、

本文に氏名・所属を明記の上、以下の宛先に電子メールにて

お申込みください。（10/20 前でも定員になり次第、締め切り

ます。）

 E-mail: wavoc@list.waseda.jp

【問合せ】主催：早稲田大学

協賛：株式会社電通

協力：NPO 法人日本エコツーリズム協会、NPO 法人富士山を

世界遺産にする国民会議、NPO 法人富士山エコネット、NPO

法人富士山測候所を活用する会、NPO 法人グラウンドワーク

三島

お問合せ：早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンター（担

当：大橋）

http://www.waseda.jp/wavoc/event1/06dentsu-

seminar.htm

トークセミナー野村誠×小沼純一

「夜の思想・夜の学び～人間・場所・音楽」

（第１回二文文化講座・第 10 回「オール早稲田文化週間」プロ

グラム）

出演：野村誠氏（作曲家・鍵盤ハーモニカ奏者・共同作曲実践

家）、

小沼純一氏（早稲田大学文学学術院教授）

【日時】2006/10/30（月）20:00-21:20（19:30 開場)

【会場】早稲田大学学生会館「多目的ホール」（戸山キャンパス

30 号館地下 2 階）

【対象】学生・教職員・一般

【参加方法】 入場無料・要事前予約

※参加方法：E-mail または FAX による事前の申し込みが必要

です。

（10 月 22 日締め切り）住所・氏名・ふりがな・電話番号・参加

人数

（以上 必須事項）、年齢・メールアドレスを明記のうえ、下記連

絡先に

メールもしくは FAX にてお申込み下さい。（参加者が複数にの
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ぼる場合、

その方のお名前もご記入下さい。）

【問合せ】主催・申込：第二文学部社会人間系専修　文化講座

実行委員会

E-mail: syakai-ningen@list.waseda.jp TEL:03-5286-3542

（平日 17:00-21:00） FAX:03-3203-7718

ご参考 URL：http://www.waseda.jp/bun/activities/lecture/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◇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 11 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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