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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◇なかとう句会 ＜ 秋深く ＞

─────────────────────────

　秋の音　琥珀バラード　プラタナス【狸の意味深翁】

　落ちてなほ　魅せられひと葉　恋もみじ

　錦秋を　タペストリーに　紡ぎます　　

　晩秋や　コトコト緋色　キムチ鍋

　街かどに　もうカトレアの　紅まぶし

　シーズンは　クリスマス前　神無月　　【シグ子】

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◇夢魂（むたま）川柳 (21) 【家元 ひがし】

─────────────────────────

　　　父育休来年あたりは子迄生み

　　　蘭送り値段が気持をやや胡蝶

　　　政界乃世襲右傾化国横転

　　　転ぶ振り下げたやあの娘のヒップパンツ

　　　人は皆この世かあの世で仲直り

　　　身の丈を越えないように横太り

　　　えらそうに勿体付けて「モッタイナイ」

　　　ナゼダロカキミトノチギリマモリタ死

　　　動物園死んだ象はどう焼くの

　　　夕日浴び孫抱き父母へただ涙

※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(57)＜ランスの大聖堂 ＞【市川

孝二】

─────────────────────────

　フランスの歴史には詳しくないが，フランス王はここ

ランス【Reims】のノートルダム大聖堂にて，即位の式を

行うことにしていたことは知っていました。「ジャン

ヌ・ダルクからみ」の話です。

　私は車を運転しないし，また，ツァーの参加でないな

いので，定期観光バスを利用します。エペルネーのシャ

ンパン醸造所はどうでも良かったのでした。マイクロバ

ス同乗の他の４人はシャンパンが目的みたいでした。だ

から，シャンパンの試飲は美味しかったと感心しました

が，売店ではシャンパンなど何も買いませんでした。帰

国便で持ち帰るなど考えません。しかし，流石は観光客

が集まる，醸造元です。シャンペンの勉強になりました。

250 年の「技術と情熱」を勉強しました。ドンペリの銅

像前で記念写真を撮り，いよいよ目的であるシャンパニ

ュー地方の中心都市ランスに向かいました。

　ここでガイドさんと７人で土地の食事（各自支払い）

をして，大聖堂に行きました。パリの北東約 140 キロに

ある世界遺産のゴジック建築の大聖堂は見事です。13 世

紀から 100 年かかりで作られたノートルダム大聖堂の入

り口には，有名な「微笑む天使」があります。バラ窓や

シャガールの青色のスティンドグラスも見ました。ここ

には，シャンペン製造の工程をモチーフなーにしたステ

ィンドグラスもあり見事です。19 世紀までの歴代のフラ

ンス王の戴冠式など，歴史を偲びました。

　ロッシーニ作曲のオペラ【ランスへの旅】を何年か前

に，上野の東京文化会館でみたことがのました。アバド

推薦のオペラで彼が指揮をしました。その時は内容が複

雑で私には良く判りませんでした。藤原歌劇団が 2006 年

の秋に，オペラ【ランスへの旅】を上演します。このこ

とが私の底流にあって現地を見たかったかもしれません。

シャンパンの製造元や藤田の小チャペルなど実り豊かな

定期観光バスの一日でした。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◇田舎暮らし(46)＜ 大豆 ＞【中野信吾】

─────────────────────────

　家の前の畑はもと田んぼだった。米の生産調整で畑に

転換された。以来、20 年近くになる。だが、子供のころ

の記憶にあるのは桑畑だった。そのときどきの状況に応

じて田んぼになったり畑に転換されたりしていたようだ。

したがって土は粘土質で粘り気があり保水性がある。雨

が降ると水はけが悪い。反対に乾くと堅く固まって、畑

として耕作するには不向きの土地だった。

　転換された畑は鍬を入れて土を掘り起こすのにも相当

の力が必要だった。この間、作付けするたびに堆肥を入

れたり、何回となく籾殻や稲わらを鋤きこんで土壌改良

に努めてきた。本来の畑の土のようになってきたのは、

ここ数年前からである。化成肥料ばかりにたよっている

と、土は堅くなり作物の根の張りがよくないし、成長が

悪い。また、有機栽培を目指す建前から除草剤は使用し

てない。だからこまめに地面にしゃがんで草取りをする。

害虫の駆除は人力にたより、見付け次第始末するように

している。おかげで野菜などの葉っぱは虫食いが見られ、

とても人様に差し上げられるようなきれいな状態でない。

堆肥とか籾殻や稲わらの導入は、土中の微生物によって

分解されて土壌改良に効果をもたらしているようだ。土

が徐々に軟らかくなり畑本来の土になってきた。作物の

生長にもよい結果をあたえている。 
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　この畑は転換作物として大豆を蒔いている。連作はし

たくないのだが、他の畑で栽培していた大豆が動物の被

害にあってから、被害を避けるためにやむをえずここへ

移した。人家に囲まれた場所だから、動物はそう簡単に

入ってこないだろうという思惑だった。若干の連作障害

がでるのはやむをえないと腹をくくって種を蒔いた。こ

れを防ぐためにも先述の地力アップは欠かせない。

　だが思わぬ敵がいた。それは山鳩だ。上空からの侵入

だ。種蒔きの時期になると、近くの電線に止まって「で

でっぽう、ででっぽう」（と聞こえる）と鳴き、豆蒔き

の様子を見ている。種を蒔いてから４，５日ぐらい経つ

と地中から双葉が出てくる。これが鳩には最高の好物な

のだ。芽の出る時期を知っていて、畑に舞い降りて出て

いる双葉の新芽をきれいについばんでしまう。ある年は

畑の半分以上が鳩についばまれてしまった。種を蒔き直

して育てても、再び鳩にやられてしまう危険がある。や

むをえず温床の苗床を作って苗を育ててから畑に一本ず

つ移植した。二重の手間がかかった。もう一つは鹿の食

害だ。大豆が成長して葉が生い茂ってきたところで、草

丈の上から三分の一ぐらいまでのところの葉をきれいに

食べてしまった。このために山の畑の大豆の耕作はあき

らめて家の近くに移したのだが、今度は鳩に追い討ちを

かけられたのにはまいった。 

　さらにその年の天候によって作柄が決まる。雨が多い

年、少ない年などは、収穫がよくない。それと播種のタ

イミングで成長、収穫に大きな差が出てくる。若干の天

候不順でも苗がしっかりしているのと地力の補給があれ

ば、収穫の誤差は小さい。これは他の作物にも当てはま

るかもしれない。我が家の大豆の例では今年は豊作だっ

た。豆粒が揃っていてきれいな大粒の豆が採れた。播種

のタイミング、畝幅を広く、株間隔を開けたことが功を

奏したようだ。

 ついでだが、収穫された大豆は味噌の材料として全部自

家消費にまわされる。無農薬で安心して食べられる大豆

作りに来年もよりよい環境で挑戦していきたい。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◇今月のへぇー(45)＜ 哀愁のポルトガル 2/2 ＞【 Lago

on 】

─────────────────────────

◆坂ばかりの街

　リスボンもポルトも他の街も、なんせ坂ばかりで歩き

回るのが大変。どこも長崎みたいだ。それに、歩道は完

全に石畳のみ、まぁアスファルトとかコンクリート材よ

りは材料も施工も経済的で省エネになっていることは間

違いないし、埋設物工事とか補修も、石を外してまた埋

めなおすだけでまさに循環利用できる。足腰が丈夫にな

るメリットもあるものの、車椅子は勿論、歩行にハンデ

ィのある年寄りとかにはたいへん。

　街中（郊外も）はまったくゴミなど散らかっていなく

て掃除がいきとどている。日本人以上に清潔好き。建物

も古いものが多いけどきちんと整備されている。旧市街

のアルファマなどでは、魚料理店が多いせいかハエが多

くてうんざり。犬猫などペットはそう多くはない。

　バスや地下鉄・鉄道網は人口のわりにはよく整備され

ているように見受けられた。リスボンではバス停にバス

接近時間表示システムも。斜面地が多いせいか坂下から

そのまま出入りする地下駐車場も多い。

◆家々の眺め

　アパート以外の独立家屋は、レンガ色のかわら屋根と

白かベージュ系の壁にほとんど統一されているので、屋

並が大変整って見える。都市部もそうだし、郊外の村落

では特に全ての家が同じ見映えというのがすごいし綺麗。

それにいわゆる看板がまったくと言っていいほど見かけ

ない、好ましい景観。広告ボード類に規制があるかどう

かは聞きそびれた。

◆おいしい食事

　魚料理が多く、野菜も豊富で、味付けも日本人好み、

種類の多いパンもうまいものが多い。

毎食、ランチはビール、ディナーはワイン（フルボトル

で e7 から e12 ぐらいと手ごろ）といつものとおりエンジ

ョイ。ポートワインもサンデマン社貯蔵庫で試飲、上品

で芳醇な薫りだった。

◆白壁にブーゲンビリアが映える

　葉っぱも花も大きめのブーゲンビレアがそこいら中で

楽しめた。ハイビスカス、キョウチクトウも環境にあっ

ているせいか樹高のある花の多い大株が多い。建物周り

のバラ、マリーゴールド、ユリオプスデージー、ランタ

ナなどは日本と変わらず。海岸地帯では、黄色のエニシ

ダが多く、ロカ岬ではセイヨウマツバボタンがびっしり。

　松林には、たいてい下草として自生してる紫の小さな

花をつけたブッシュ（高さ 30cm ぐらい、枯れたような

葉）がたくさん見られたが、ガイドさんに聞いても名前

は不明であった。一番の収穫は、リスボンのジェロニモ

ス修道院前の公園でたくさん咲き出していたジャガラン

ダの木の紫の花。市内街路樹として至るところに植えら

れているのでシーズンの春は見事でしょうね!? 秋に 2 度

咲きする木は多くはなさそう。

◆ポルトガル人の気質
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　ポルトガルの人はとても親切で、人が困っているとす

ぐ手をさしのなくてはならない…と強迫観念があるほど、

とガイドさんからも聞かされていた通りだった。街歩き

で道を尋ねたら、一緒に案内しましょうと言ってくれた

コインブラの学生がいたり、英語が分からないが一生懸

命教えてくれようとしたおじさんなど…現在でも敬虔な

クリスチャンが多いからであろうか。

◆各国からのツアー客も多かったので調べたら、外国か

らの受け入れ旅行者数は、ポルトガル 2,600 万人と、日

本（410 万人）の 6 倍強《世界観光機関（WTO）1998 年統

計》

◆おまけ：ポルトガルからの伝来語

　カステラ、パン、金平糖、ボーロ、キャラメル、カシ

ュー（ナッツ）、ビロード、ボタン、ショール、襦袢、

合羽、更紗、シャボン、ビードロ、メリヤス、ジョーロ、

タバコ

【ブログ】http://titoh44.blog29.fc2.com/blog-entry-

364.html

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◇今月のへぇー(46)＜ なかの関連ニュース早読み ＞【

Lagoon 】

─────────────────────────

　11 月上旬分の主なものを以下に。たまにチェックする

と見落とした記事も－中には本会員さんのニュースもあ

ります。。

オリジナルは Google ニュース http://news.google.com/

news?hl=ja&lr=lang_ja&ie=UTF-8&oe=UTF-8&tab=wn&q=%E

4%B8%AD%E9%87%8E%E5%8C%BA&btnG=%E3%83%8B%E3%83%A5%E

3%83%BC%E3%82%B9%E6%A4%9C%E7%B4%A2

欠勤を「出勤」扱い、給与返還請求を中野区長に命令

読売新聞 - 2006 年 11 月 2 日

東京都中野区の男性職員（故人）が無断欠勤していたの

に、当時の上司２人が出勤扱いにしたのは違法などとし

て、同区の住民らが田中大輔区長を相手取り ... 

 

法テラス、ネット相談可能に・来年から

日本経済新聞 - 2006 年 11 月 18 日

法テラスは東京都中野区にあるコールセンターで電話で

相談を受け付けたり、約 70 ある全国各地の地方事務所や

出張所で職員が直接対応。開業 1 カ月（10 月 2―31 日）

で多重債務の整理 ... 

空き巣の中国人ら５人逮捕

日刊スポーツ - 2006 年 11 月 17 日

... 警視庁捜査３課と千葉県警は１７日までに、窃盗容

疑などで千葉県市川市新井、無職呉炎金容疑者（３２）

ら中国人４人と、東京都中野区弥生町、無職丸山朋典容

疑者（３７）の計５

 

アパート経営者の男性刺した女を逮捕

日刊スポーツ - 2006 年 11 月 15 日

... 同署は責任能力の有無を慎重に調べている。 調べで

は、女は１５日午後零時４５分ごろ、東京都中野区の男

性の自宅兼アパートを訪れ、男性の胸と両ひざを包丁で

刺した疑い。 ... 

都区内の賃貸住宅の 14％で募集価格を割り込む、アトラ

クターズ・ラボ調査

nikkeibp.jp - 2006 年 11 月 12 日

... 区ごとにみると、港区や江戸川区では成約条件を引

き下げた事例が 10％を下回ったのに対し、杉並区と中野

区では 20％以上を占めた。団塊ジュニア世代（1971 年～

74 年生まれ）の直近

教育委員会ってナンダ！？

日刊ゲンダイ - 2006 年 11 月 15 日

... 実態は有名無実化しています。かつて委員は公選制

でしたが、左寄りの委員輩出を嫌った旧文部省が公選廃

止を主導。９５年の東京・中野区の廃止を最後に公選制

は崩壊しました。その結果 ... 

 

ロッテスノー、チーズケーキファクトリーとコラボレー

ションした本格チーズケーキ味プレミアムアイス２種を

発売

日経プレスリリース - 2006 年 11 月 15 日

... ロッテスノー株式会社（本社：東京都中野区、代表

取締役社長：西 紘平）は、チーズケーキ専門店「チーズ

ケーキファクトリー」との初コラボレーション商品『Ｃ

ｈｅｅｓｅ Ｃ

 

ライフバランスマネジメント、中小ＩＴ企業向けに従業

員支援プログラムサービスを提供

日経プレスリリース - 2006 年 11 月 15 日

... 企業向けメンタルヘルス対策サービスを手がける株

式会社ライフバランスマネジメント（東京都中野区、代

表取締役 渡部卓）は、中小ＩＴ企業向けにスタートアッ

プＥＡＰ ... 

 

自殺予告 小中校で待機・警戒

朝日新聞 - 2006 年 11 月 12 日

... 日は朝から同様の態勢をとる。 そのほか板橋、文京、

練馬、江戸川、千代田、新宿、杉並、大田などの区では
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１１日に管理職の教員らが出勤する。中野区は１２日も

 ... 

 

埼玉新聞 カンボジア農業の最新事情報告 草加出身の山

崎さん 15 日、中野

埼玉新聞 - 2006 年 11 月 13 日

日本国際ボランティアセンター（ＪＶＣ）主催の国際講

座が十五日午後七時から、東京都中野区中野二丁目の

「なかのＺＥＲＯ西館」で開かれる。 テーマは ... 

 

有賀靖氏（元日本金属工業取締役）

産経新聞 - 2006 年 11 月 15 日

有賀靖氏（ありが・きよし＝元日本金属工業取締役）１

２日、肺炎のため死去、８１歳。お別れ会は１２月１０

日午後０時半、東京都中野区上高田１の２の３、青原寺

で。喪主は長男、康 

情報公開請求、１人で３千件 電子メールで公開の中野区

朝日新聞 - 2006 年 10 月 27 日

公文書を電子メールで入手できる情報公開制度を持つ東

京都中野区。ほとんどの文書が区役所に足を運ばずに見

られる。昨年度は書類での申請も合わせて、約４０００

件の請求があった ... 

夕張市民が元気に発信を 財政破たんで炭鉱シンポ

秋田魁新報 - 2006 年 11 月 4 日

シンポジウムは、今春公開が始まったドキュメンタリー

映画「三池 終わらない炭鉱の物語」（熊谷博子監督）の

アンコール上映に併せ中野区の映画館で開催、約１００

人が参加した。 ... 

東京】施工は鹿島等 明大付属高・中の調布移転

建通新聞 - 2006 年 11 月 6 日

... 川本工業ＪＶに決めたことを明らかにした。２００

７年 12 月の完成、08 年４月からの供用開始を目指す。

設計は岡設計（渋谷区）、監理は五味建築設計事務所

（中野区）が担当した。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

事務局からお知らせ

─────────────────────────

◆お楽しみの新年会は、2007 年 1 月 20 日(土曜)の午後 3

時～（会場は中野 5 差路南の生協連合会本部 3 階）、ぜ

ひご予定ください

　案内状は、12 月 2 日発刊・発送の会報『さざんかの

道』に同封お届け。

◆各部会の主な予定

○早明ラグビー応援・観戦（スポーツ観戦同好会）

　集合日時：12 月 3 日 1 時（試合開始は 2時です）

　国立競技場の千駄ヶ谷門

　詳しくは：篠本さんへ（携帯 090-5766-3373 FAX･TEL 

03-3386-1075）

○知の技術部会：11 月例会

　11 月 25 日（土）18 時より中野サンモール「魚民」

　テーマ：「私が自信を持ってお薦めする○○○」

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◇キャンパスにおける主な催し～早大同情報ページ

http://www.waseda.jp/jp/event/ より

─────────────────────────

清水邦夫と木冬社－劇作家と演劇企画の 30 年」展  

【日時】2007/2/3（土）まで 10:00-17:00（火・金は 1

9:00 終了）

【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】入場無料・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 

　　　　　協力：清水邦夫氏・松本典子氏・木冬社 

　http://www.waseda.jp/enpaku/special/index.html

講演会「明治製菓の中国市場参入戦略」

講演者：古川文保氏（明治製菓（上海）有限公司薫事長

／総経理）

世話人:宮下史明氏（早稲田大学商学学術院教授)  

【日時】2006/11/24（金)13：00－14：30 

【会場】西早稲田キャンパス 9 号館 5 階商学部大会議室

　 

【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：早稲田大学産業経営研究所 

　　　　　後援：早稲田大学キャリアセンター 

　http://www.waseda.jp/sanken/kouenkai/top.html

第二回　総合研究機構研究成果報告会―早稲田学術の最

先端を拓く― 

「ロボット・医療福祉・倫理」

参加研究所：　WABOT-HOUSE 研究所、 ヒューマノイド研

究所、

 生命医療・法と倫理研究所、 未来医療政策研究所、 ユ

ビキタスヘルスリサーチ研究所  

【日時】2006/11/24（金）13:00-18:00 

【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 
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【参加方法】入場無料・直接会場へ  

【問合せ】早稲田大学総合研究機構 

　　　　　E-mail: kikou@list.waseda.jp 

　http://www.waseda.jp/kikou/news_kikou/sympo200611

24.html

第 3 回 Technology Link in W.T.L.O－テクノロジーと産

学連携事業の未来を語る－

【日時】2006/11/24（金）13:00-19:00 

【会場】大久保キャンパス 55 号館 N棟 1階大会議室  

【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：早稲田大学研究推進部産学官研究推進

センター【承認 TLO】

　　　　　後援：日産自動車株式会社、東京理科大学技

術交流センター【承認 TLO】、

早稲田大学先端科学・健康医療融合研究機構【AS MeW】

 

　http://tlo.wul.waseda.ac.jp/event/

早稲田大学アジア研究機構設立記念シンポジウム

「早稲田とアジアのアツい関係－いま、アジア研究にお

ける知の共創を語る－」  

【日時】2006/11/24（金）14:00- 

【会場】早稲田大学総合学術情報センター国際会議場 3

階第 3会議室  

【対象】学生・教職員・一般 

【参加方法】入場無料・要事前予約　※参加ご希望の方

はアジア研究機構事務所

　　　　　　までご連絡下さい。

近代主義・日本主義・アジア主義－戦時期日本の音楽と

思想をめぐって－

講演者：片山杜秀氏（評論家)  

【日時】2006/11/25（土）15:00-18:00 

【会場】戸山キャンパス 36 号館 681 教室  

【対象】学生・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  

WAVOC 主催　クメール伝統織物研究所代表　森本喜久男

氏公開講座

～カンボジアで「伝統」を作り上げる～

講演者：森本喜久男氏（クメール伝統織物研究所代表）

 

【日時】2006/11/27（月）18:00-19:30 

【会場】西早稲田キャンパス 26 号館（大隈記念タワー）

地下 1階多目的講義室  

【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】早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンタ

ー 

講演会「ヨーロッパの社会・経済・産業・企業」

講師：ジャン・ルイ・ムキエリ氏（パリ第一大学教授）

※フランス語による講演・通訳あり  

【日時】2006/11/30（木）14:40-16:10

　　　　2006/12/14（木）14:40-16:10 

【会場】西早稲田キャンパス 14 号館 5階 501 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】早稲田大学社会科学部  

　http://www.socs.waseda.ac.jp/sss/s/event.pdf（pdf

ファイル）
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◇メールマガジン担当【いとう】　　　　　本号送信数

60

─────────────────────────

☆連載「辛口コラム」は、筆者がリビア砂漠！!へ旅行中

のためお休み。

☆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 12 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/w

ntomon@freeml.com
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