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◇なかとう句会 ＜ 干支 ＞

─────────────────────────

　　　元旦や　五目なますの　冷気かな　　【狸の意味

深翁】

　　　御降に　柚子だいこんと　しずか酒

　　　のばす背に　冬透きとおる　黄水仙

　　　干支めぐり　五回りめです　猪突歳

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◇夢魂（むたま）川柳 (23) 【家元 ひがし】

─────────────────────────

　　　初夢の裸のあの娘に何もせず

　　　屋久杉に正月開花に初クシャミ

　　　ワーキングプア-とは俺のことかと金次郎

　　　万歩計阿弥陀乃手乃上皺乃中

　　　乳吸って指をしゃぶって脛かじり

　　　養殖の総理を頂く眠衆国

　　　生かされた妻の拍手も滞る

　　　虹の空見つめ追いかけ目が平目

　　　紋黄蝶に胴上げされて菜の花畑

　　　トンチンカントントンビョーシ二スッカラカン

　　　---------☆　号外　☆---------

　　　マスコミがポコっと叩くとペコっと潰れ（地獄を

見るキー）

　　　三菱事故三菱ウソー三菱物騒

★ミニ講演会「私と笑いと川柳と」のお知らせ

2 月 10 日（土）3：30～5：00、中野区商工会館 3F（TEL

3389-1181）

地図 http://www.tokyo-icc.jp/relay_soudan/map_nakan

o.html

中野稲門会のナイスライフ部会主催の上記講演を私がお

うせつかりました。どなたでも御参会できますので御希

望の場合私迄お申し出下さい。お待ちしております。

★お誘い～　明日館で「学び舎」の明日を考える

日　時　： 2007 年 1 月 26 日（金）17:45 会場集合

会　場　： 自由学園明日館（豊島区西池袋 2-31-3）

参加費　： 5,000 円 

主　催　：日本建築家協会 関東甲信越支部 中野地域会

詳しくは　http://www.jia-kanto.org/online/event/2007

/070126nakano_jia.html

★夢魂川柳集（第 2 巻）

　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。

家元東柳　連絡先掲載サイト http://www.higaship.com

東　直彦 ㈱東綜合設計事務所　[TEL 03-3384-9301]

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◇海外旅行の変わった話(59)＜ツール・ド・フランス①＞

【市川孝二】

─────────────────────────

　今年の７月に、８日間のイタリア滞在のツァーを選ん

だのは、団体がミラノを発つ日に二人で「行きたかった

パリ」に行くためでした。２年前にコンコルド広場に位

置する、オテル・ド・クリヨンに宿泊し美術館巡りを楽

しみました。その後 NHK の番組「夢の美術館～ルーブ

ル」を見ますと、「おすすめの 100 作品」の幾つかは

“見逃していた”事が判明しました。一体これは何だ。

ルーブルを「徹底的に見直す」ことにしました。

　私の HP の【メニュー】の「市川の想い」に掲載して

いますが、クリヨンに泊まることが主目的でした。ある

大手旅行社はクリヨンの予約が出来ないとのことでした。

訳は「自転車競技があるため」　とのこと。ならばと、

メールで泊まりたいと連絡したら、意外にも OK となり

ました～無理したので部屋代は安くはなかったが。

　７月 22 日にパリの空港からタクシーで、ホテルのすぐ

前に着きましたが、鉄柵があり車は入れません。ドライ

バ-が「鉄柵を開けてくれ」と言うと女性警官は「鉄柵」

を開き、ホテルの正面に着きまして荷物を下ろすことが

出来ました。翌日、ジベルニーにある【モネの庭　半日

ツァー】に参加しました。この時のガイドは自転車競技

の最終日なので帰りに、ジャンヌ・ダルク像傍のマイバ

ス本社まで「交通規制」のために、“帰れないかも“と

の予告の発言もありました。この日の朝、ホテルからマ

イバス社までは警察の人が多くいて、パリは安全だ

ね・・と二人で話し合いましたが、ツール・ド・フラン

ス最終日とは思いもよらない二人でした。

　ルーブル美術館まえの「リボリ通り」は競技の最終日

を見る人で大変に混雑していました。TV 局の中継車両、

スポンサー関係の大型トレーラ車両などが道一杯に並び、

人は入れません。全てあの「鉄柵」で遮断されて、一般

の車も通行禁止でした。ホテルに帰る最後の建物のブロ

ックで遮断されて帰れません。あのホテルと言っても

「ダメ」。あちらのマドレーヌ寺院に行けば、そこから

ホテルに帰れるからと、迂回を指示されました。遠回り

してホテルに近づくとアメリカ大使館のブロックで「入

るな」です。ホテルの Key カードを示しやっとホテルに

帰れました。
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　午後はロダン美術館に行く予定でしたが、コンコルド

広場を通れません（健康のために歩く積もりでした）。

ホテルでは、「迂回してマドレーヌ寺院に行き、そこか

ら地下鉄でコンコルドを通過して、二つめのアンバリッ

ト駅からロダン美術館に行くこと」を勧められました。

地下鉄のマドレーヌ駅の地下道の乗り換えの途中で「ジ

ブシーの子供」がポケットに「手」を入れようとしたの

ではねのけました。いやはや…

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◇田舎暮らし(48)＜ ねずんぼ-3 ＞【中野信吾】

─────────────────────────

　昨年(2006)、この欄で 2 回にわたって「ねずんぼ」とい

う題で山の境界木に使われた木などについて述べてきた。

そのときはこの境界木が分からず、当方の山仕事を請け

負った人が隣地との境が不明のまま仕事が終わったとし

て引き上げてしまった。山の木を伐採してから 3 年以上

は経つだろう。そこここに藪ができている。木も背丈以

上に伸びている。木の再生力には驚きだ。

　驚きが続いた。再三にわたって「境界を確認しておい

た方がよい」というご近所の方の再進言で、今度は地籍

図を持って山に入った。国土調査のときに打たれた杭を

一本ずつ図上で照合しながら確認していった。隣地と境

界になる基本杭が確認された。このポイントから地籍図

に引かれた境界線を推測しながら山の尾根筋までを追っ

てみた。再度山の尾根に上り、尾根筋を通る境界線と交

わるあたりを調べた。なんと今まで探しあぐねていた杜

松の古木がそこにあったのだ。あまりにも簡単に不明の

箇所が判明したのには拍子抜けの感があった。

　持参した地籍図より当方の所有分が分かったが、先年

に伐採した箇所からは 20 メートルぐらいの幅で境界線内

（当方分）に立ち木として相当の面積が未処理のまま残

ってしまっている。これをそのままにしておくと、境を

接している隣の所有者が自分の持分と間違えて当方の残

した部分まで全部伐採するかもしれない。また、相手が

境界線にそって正直に伐採すれば、遠目に見て山容のば

らつきがでて、「誰が山をやったんだ（仕事を）」とい

うことで物笑いの種になる。もっともここまでのことを

知っている人は長年住んでいる地元の人ぐらいで、大半

の人は関心がなければそのままになっているだろう。林

層のばらつきは、次回の伐採までは（約 20 年）残ること

になるからだ。

　山の木が以前ほどの価値がなくなったということも述

べてきた。利用するにしても、クヌギやナラなどしいた

けの原木となる榾木（ほだぎ）以外は、伐採されたまま

山に捨てられている。一部わずかなもので自家用の柔ら

かい炭を作るくらいだ。捨てられている木材を拾い集め

て、近くの山の畑の斜面に道をつけるために盛り土の土

台に使った。土台に使っても使いきれず、未だ山にあっ

て朽ち果てている。後に残った木材は、畑に侵入してく

る動物を阻止するための網を張る支柱にでも使おう。

　今回、調査に使った費用は役所の税務課で地籍図のコ

ピー代 300 円と地籍簿参照の 300 円の 600 円だけで済ん

だ。他に予備として 2 部のコピーをとったので代金は 20

円。書類請求でもっと費用がかかるだろうと予測してい

たが、僅少で済んだ。実地踏査で懸案の不明な箇所が判

明したことは嬉しい。新たに判明した未伐採の立ち木に

ついては、前回も伐採の時に立ち会ったという経緯から

彼にあげよう。その代わり山をきれいに処理してもらお

うと思っている。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◇辛口コラム(14)＜ 政治家の志とは＝自民党復党のごた

ごたをめぐって＝＞【増山榮太郎（政治ジャーナリス

ト）】 敬称略

───────────────────────── 

◆なぜ無所属に耐えられないのか

　いささか長くなるが、引用させて頂く。

「私はいま、本会議場の議長席に向かって右片隅、自民

党から遠く離れた無所属議員の席に座っている。眼前に

展開されるのはホリエモン騒動であり、耐震偽装騒動で

あり、ガセネタ・メールをめぐるドタバタである。これ

らの騒動に紛れて、国会の最も重大事である予算案はす

るすると通過してしまった。果たしてこんなことでいい

のだろうか。

　ちなみに私たち無所属議員の席に、かつて斉藤隆夫、

尾崎行雄ら八名が座っていた。彼らは昭和十七年の翼賛

選挙に反旗を翻して堂々当選した人たちである。」

　堀内光雄著『自民党は殺された！』（ＷＡＣ刊）の中

の『まえがき』からの引用である。堀内は衆院議員・前

自民党総務会長である。今は、復党して自民党議員だが

本書が書かれた当時は昨年七月の郵政国会で民営化法案

に反旗を翻した三十七人の一人であった。小泉首相（当

時）の解散断行・総選挙に党公認を得られないまま出馬

し、見事当選を果たした十七人の一人である。

　無所属で当選を果たした堀内は衆院本会議場の無所属

席に座りながら、自らの席がかつて翼賛選挙に反旗を翻

した人たちの議席であったことを誇らしげに書いている。

　ところが、国民新党、日本新党を立ち上げた四人を除

いて無所属議員十三人のうち平沼赳夫議員を除く十一人

が中川秀直幹事長の復党条件を丸飲みして自民党の軍門
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に降った。

　復党問題についてマスコミの間でも「自民党の融通無

碍、情に篤く、懐の深いところだ」との容認論、「有権

者を使い捨てし民営化の党マニフェストを無視したやり

方」との反対論など様々だが、ここでは深入りしない。

　私が問題にしたいのは、堀内を含め十一人がなぜ、一

年間か、そこらの短い間にもかかわらず、無所属の座に

いるのが耐えられなかったのかということだ。

◆与党議員としての旨味

　堀内が書いたように無所属議員議席はある意味で「歴

史的栄光の座」でもある。反翼賛議員ばかりでない。昭

和三十年（１９５５年）の保守合同のとき、これに反対

して無所属に留まった吉田茂元首相と、吉田に殉じた佐

藤栄作、橋本登美三郎らがこの議席にいた。後に復党し

た佐藤はやがて総理大臣の座まで登りつめる。

　小泉は、刺客として送り込まれた新人議員の復党反対

を宥めるために「（彼らは）土下座して復党してきたの

だからいいじゃないか」と言い放った。

　これまで侮辱されて堀内らが復党を急ぐ理由は何だっ

たのか。衆院議員は別名「代議士」と呼ばれている。

「士」とはサムライのことだ。これまで侮辱されれば切

腹ものであろう。なのに、彼らは屈辱に甘んじたばかり

か、復党を喜んでいるのである。

　その理由は何か。

　ある議員から秘かに耳打ちされたことがある。「無所

属議員になると誰からも相手にされないからだ」と。ま

ず、選挙区から陳情団が来なくなる。いつも資料などを

届けに来る霞ヶ関のお役人も来なくなる。党の会合の呼

び出しもない。議員としての孤独感、不安感は耐えられ

ないと言う。

　そこで、ハハーン、と思い出した。自民党が唯一、政

権を手放した細川・羽田政権時代（９３年８月ー９４年

６月）のことだ。当時、予算編成時期になると、地方か

ら大挙して永田町の自民党本部に押し掛ける陳情団がさ

っぱり姿を見せない。別のところにあった与党・新進党

本部の方は陳情団で大賑わい。霞ヶ関の役人も来ない。

呼びつけると、下っ端の係長クラスが勿体ぶってやって

くる。野党に耐えきれない自民党議員は、新進党へ大挙

脱走する。そのうち自民党自体が野党に耐えきれず、村

山社会党（当時）と連立を組むという離れ業をやっての

ける。それも政権与党にありつきたい執念からだった。

後日談になるが、細川・羽田政権の陰の実力者小沢一郎

が、わがまま言わずに細川・羽田政権をもう少し長く支

えたら、今の自民党はなかったかもしれないと言われて

いる。この一件をみても政権与党の旨味が国会議員にと

って堪えられないことに気づかされる。

◆平沼赳夫の潔さ

　ならば政治家の志とは一体、なんだと言うことになる。

堀内自身、著書のなかに述べた心情と復党はどう結びつ

くのだろうか。堀内は同著の別のところでこうも書いて

いる。

「小泉首相には、ヒトラーほどの政治的・経済的・軍事

的才能はないが、郵政選挙で見せたマスメデイアを黙ら

せるプロパガンダの手法と、反対派議員を殲滅するため

に『刺客』を送り込んだ戦い方は、ミニ・ヒトラーと言

ってもよい権力の濫用でである」

　その点、筆者も堀内と同意見である。郵政解散は、ま

さしく解散権の濫用であり、違憲の疑いすらある。なら

ば堀内らはなぜ、孤塁を守りつつその非を唱え糾弾しな

いのか。

　その点に関して平沼赳夫の言動に潔さを感ずるのは筆

者のみだろうか。

　平沼はかねて、小泉が唱えた郵政民営化が地方の郵便

事情を悪化させ地方窮乏化を招く、また米国の利益導入

の疑いがあることを指摘し、一貫して反対論を展開して

いた。さらに郵政国会の解散までの道筋についても国会

の慣例に反すると当選後もその考えを変えず法案には反

対票を投じた。

　中川幹事長が示した復党条件は平沼の政治的転向を迫

るものだ。彼が拒否したのは当然である。平沼は時期を

見て復党すると言われている。自ら「真の自民党員」と

公言している彼のことだ。有権者もそれを許容するだろ

う。それはともかく、今回の復党騒ぎの中に見せた平沼

の潔さは一輪の菊花のような清涼感を与えたことは間違

いない。（雑誌『カレント』一月号所載）

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

an/　 

※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(48)＜ なかの関連ニュース早読み ＞【 L

agoon 】

─────────────────────────

　1 月中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。

＜Google ニュース"中野区"＞　http://news.google.com/

nwshp?hl=ja&lr=lang_ja&ie=UTF-8&oe=UTF-8&tab=wn

&q=%E4%B8%AD%E9%87%8E%E5%8C%BA
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◆教えて 再開発ノウハウ 中野区幹部職員２３区で初の

公募

中日新聞 - 2007 年 1 月 15 日

都市開発の手法を、経験豊富な民間から学ぼうと、中野

区は十五日、街づくりを担当する課長級職員を公募する、

と発表した。今月十九日から募集を開始し、新年度から

採用する。任期は三年で、区内の再開発計画に役立てる。

区によると、幹部職員を民間から募集するのは、 ...

 

◆デイリースポーツ 棺を沈痛な表情で見送るカンニング

竹山＝中野区・宝仙寺

デイリースポーツ - 2006 年 12 月 24 日

白血病ウイルス性肺炎で２０日に亡くなったお笑いコン

ビ「カンニング」の中島忠幸さん（享年３５）の葬儀・

告別式が２４日、東京・中野区の宝仙寺でしめやかに営

まれ、渡辺正行、ネプチューンの名倉潤、はなわらお笑

いタレント、関係者、ファンら９００人が参列した。 ...

 

◆９公務員が滞納 練馬区保育料

東京新聞 - 1 時間前

中野区は「収納率が９９・５％（本年度分）と二十三区

内で最も高く、公務員に限らず滞納者は少ない」。別の

区は「『強制徴収のため財産を調べることになれば、上

司にも滞納が分かる』と伝えると、収納に応じてもらえ

る」と話す。一方、強制徴収に踏み切ったことがなく滞

納 ...

 

◆ISID が内部統制文書の作成業務を支援するファイル共

有ソフトを販売

ITpro - 17 時間前

Xythos/JSOX のベースとなった，ファイル共有サーバー

の中核機能を提供する Xythos File Server は，米 Xythos

 Software が開発しアシストマイクロ（本社：中野区）

が販売するファイル・サーバー「WebFile Server」であ

る。 WebFile Server は，WebDAV を用いたファイル共

有 ...

 

◆小金井に 1000 戸整備/23 区から国家公務員宿舎が移転

/関東財務局

日刊建設通信新聞 (会員登録) - 2007 年 1 月 16 日

有識者会議の報告書では、移転・建替候補地の試案とし

て小金井、代官町、小菅のほか、０８年度に方南町（杉

並区）、新座（埼玉県新座市）、０９年度に勝島町（品

川区）、中野（中野区）、麹町（千代田区）、新山下

（横浜市）、１０年度以降に弥生（中野区）、池之上

（ ...
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◇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 19:0

0 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

企画展示「大隈重信と明治維新の志士群像-激突する若人

の夢-」  

【日時】2007/1/15（月）-2007/3/3（土）10:00-18:00※

日曜・祝日閉室 

【会場】早稲田大学大隈記念タワー（西早稲田キャンパ

ス 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:03-52

72-4783 

　　　　　協力：早稲田大学図書館  

　http://www.waseda.jp/cac/index.htm

産業経営研究所講演会「中国経済と中国株式市場」

講演者：脇田正博氏（東洋証券顧問）、世話人：江夏健

一氏（早稲田大学商学学術院教授）  

【日時】2007/1/22（月）13:00-14:30 

【会場】早稲田大学 9 号館 5 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：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

講演会「候補者評価の投票データに基づく数理的ランキ

ング法と合意形成」（講演は英語）

講演者：石井博昭氏（大阪大学教授）  

【日時】2007/1/22（月）16:20-17:50 

【会場】北九州キャンパス情報生産システム研究科 S-104

室  

【対象】大学院生・一般 

【参加方法】入場無料・直接会場へ  
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【問合せ】早稲田大学情報生産システム研究科 

　http://www.f.waseda.jp/watada/News2006/SLE20070

122.htm  

先端科学・健康医療融合研究機構第 3 回公開シンポジウ

ム

「－ASMeW が拓く未来と希望－」  

【日時】2007/1/28（日）10:00-16:00、29（月）10:00-17:

00 

【会場】早稲田大学国際会議場井深大記念ホール・ 3 階

会議室  

【対象】学生・教職員・一般 

【参加方法】入場無料・要事前申込み。申込の詳細につ

いては、

ご参考 URL をご確認ください。

【問合せ】主催：早稲田大学先端科学・健康医療融合研

究機構（ASMeW） 

　　　　　後援：早稲田大学研究推進部  

　　http://www.waseda.jp/scoe/sympo03.html

講演会「異文化を知る」

講師：上田浩二氏（前ベルリン日独センター副事務総長

（日本側代表）・筑波大学教授・

ケルン日本文化会館次期館長）

世話人：岡村 三郎 氏（早稲田大学国際教養学部教授）

 

【日時】2007/1/30（火）16:20-17:50 

【会場】早稲田大学国際会議場（西早稲田キャンパス 18

号館）3 階第 3 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】早稲田大学国際教養学部

　http://www.waseda.jp/sils/news/openlec/silskouenka

i.html
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事務局からお知らせ～本会の新サイト

───────────────────────── 

　本会ホームページは、2007 年 1 月から新たにブログ形

式のものに移行致しました。まだ不慣れのため使いにく

いところがあると思いますが、よろしくご愛用いただけ

れば幸いです。

◇新 URL http://wnakano.blog76.fc2.com/

　ブログの場合は、カテゴリーを問わず最も新しく入稿

された記事がトップに表示されます。以前の記事や特定

の情報を見るには、カテゴリー欄で選択するか、下記の

＜ブログ検索＞をご利用ください。

◇メニューについて

・【カテゴリー】がコンテンツの目次になります。

・【会員ブログ/最新記事】があります。ブログをおもち

の会員さんはぜひお知らせください。ここで最新タイト

ルを自動表示します。

・【ブログ検索】では、本ブログ内の全文検索を行いま

す。ブログならではの便利さがあります。

・事務局欄の【投稿/問合せ：メールフォーム】をクリッ

クしていただきテキスト入力・送信で事務局担当にメッ

セージが届きます。メールアドレスを掲載するとスパム

ばかりになるので、この形式をとっています。

◇最新の書き込みを表示するには、トップの【中　野　

稲　門　会】か、上段右の【refresh】をクリックしてく

ださい。

◇皆さんからの掲載情報の提供を歓迎します。お慣れに

なっている方へは、入力用の ID ・パスワードをお知らせ

します。もちろん、記事を送りいただければ、担当が代

理入力いたします。

★さて今日は、午後 3 時からの本会新年会です。皆さま、

お楽しみください。

　幹事各位は、会場準備のため午後 1 時集合となってい

ます。よろしくどうぞ
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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どうぞ。 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…）の投稿をお待ちしています。投稿は中稲ブ

ログ http://wnakano.blog76.fc2.com/ のメールフォー

ムからどうぞ。

次号は 2007 年 2 月 21 日配信予定〔都合で 2 月は 21 日

に遅れます。前日に原稿〆〕
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