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◇なかとう句会 ＜ きさらぎ　花あそび ＞

─────────────────────────

　【狸の意味深翁】

　　　梅つぼみ　夢を魅させて　くださいね

　　　風温み　花びらほどく　ふうわりと

　　　香りかぐ　はじらう姿　可憐花

　　　鳥立ちて　ハラリはじける　梅の香や

　　　みぞれ抱き　極まる紅や　落椿

　　　二月空　河津桜に　春いちばん

　　　踊り子の　淡き恋萌ゆ　寒桜

　　　菜の花で　岸辺あしらい　黄毛氈　

　　　きさらぎに　きれいな時間　花あそび

　【シグ子】

　　　キサラギて　次ぎの冬をば　思いやる

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◇夢魂（むたま）川柳 (24) 【家元 ひがし】

─────────────────────────

　　　来世紀御飯と味噌汁あるのかな

　　　鼻広げ「合格折願」に絵馬苦笑

　　　離婚式やる時必ずまた呼んで

　　　花椿落ちて踏まれて地にぬめり

　　　野田乃姫精子と票のどちらかに

　　　道聞かれ達者に間違うイタリア人

　　　文科省やっぱりサクラは国花です

　　　うちの嫁ＦＡ宣言しないでね

　　　大往生自分が死んだの知らなさそう

　　　笑い抜け今日の紅顔明日白骨

★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(60)＜ツール・ド・フランス 2＞

【市川孝二】

─────────────────────────

　パリの地下鉄は危険です。移動はタクシーとしていま

すが、自転車競技で使えなくて地下鉄（マドレーヌ駅か

ら乗車）としたら、藤色の「８番 Balard 行き」乗り換え

の地下道で子供のジプシーに襲われました。さて、折角

行ったロダン美術館はセキュリティ問題で臨時休館でし

た。なら仕方がない、オルセは好きでないから行かない。

チュルリー公園にある（最近改装して開館した）【オラ

ンジェリ絵画館】に行き（クロード・モネの『睡蓮』）

を見ることに予定を変更しました。

 ７月 23 日は真夏の暑い日でしたが、オルセ美術館を横

に眺めてコンコルド橋で、セーヌ川を渡りました。この

橋はタクシーなど車はもう入れません。私達はやっと橋

を渡れました。当然にコンコルド広場は封鎖されており、

予定した「モネの睡蓮」のオランジェリ絵画館の前は競

技を見る人で鈴なりです。100 人位この建物の前でたむ

ろしています。結局は「モネの睡蓮」を見ることもダメ

と頷きました。広場も渡れないので、選択肢は二つだけ

です。再び又歩いて(1)地下鉄で一つ先の「マドレーヌ

駅」で降り交通規制をかいくぐってホテルに帰るか、(2)

ツール・ド・フランスの本物を見るか。家内はここまで

来たのだから、予定外だけど「競技を見よう」=これしか

ない。

　

　前に二列の見物人の後ろに立ち、１時間ほど待ちまし

た。どちらから来るかも判りません。しばらくすると、

ラジオで中継しているのが聞こえました。自転車群はコ

ンコルド広場の下の地下道から坂を走り上り、オランジ

ェリ絵画館脇からルーブル美術館の方向に走りました。

だから、「睡蓮」の絵画館前が人で混んでいたのでした。

通過時の拍手と歓声も終わり、選手の一団は向い側のコ

ンコルド広場の先、リボリ通りを駆け抜けているのが見

えました。私の前の観客は誰も動きません。もう一回く

らい目の前を通過するのかなど、話していたら「先触れ

のパト・カー」が独特のサイレンを鳴らしながら通過し

ます。今度はシャンゼリゼ通りから、目の前の道路を通

過します。拍手と興奮した雰囲気は特別のものでした。

目の前にかなりの警官が警備に立っています。彼らは通

過の時は選手の通過を見ており、来ないときに観客の危

険な行為を注意していました。３回の通過で前の人が帰

り、二人は最前列に立ち見物しました。この通過は８回

か９回もありました。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◇田舎暮らし(49)＜ たぬき ＞【中野信吾】

─────────────────────────

　昨年の夏以来、少しずつ続けてきた畑の周りの藪切り

がまだ若干残っていた。当初、藪切りは動物が山から下

りて畑に直接侵入するのを防ぐために、藪などのない見

通しのよい空間を作ることが目的だった。彼らが藪の中

に身を潜めている場所がなくなれば、そうたやすく入っ

てこられない。それと、折角畑の周囲をきれいにしてき

たのだから、途中で作業を止めるわけにはいかない。最

後まできれいにしなければ、という責務が残っていた。
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作業をするにはこの時期は寒い。先日降った雪は解けて

南斜面の陽だまりは、風がなければ暖かく感じられた。

　作業はあと半日もあれば終わる。山用の大鎌を持って

藪を刈っていった。畑の周囲などは、今までの慣習であ

まり気にも留めていなかったが、他の場所での境界につ

いて国勢調査のさい打たれた杭を調べたついでにこの畑

の境界杭も併せて調べた。すると意外にも地籍図に載っ

ている畑の箇所（他者の土地かと思っていた）が、長い

間原野で手入れをせずそのままになっているのを再発見

した。随分のんきな話である。確認された畑は境界杭ま

での範囲を入れれば約 10 坪に近い広さだ。わが畑の周囲

は放棄されてしまった畑が原野になっているので、ずっ

とそのままの延長で、この土地も他人の土地だと疑わな

かったのだ。藪を払った後の土地は、開墾用の唐鍬で掘

り起こさなければ畑にならないほど草木の根が張ってい

る。当分は使い物にならないだろう。

　藪として生い茂った雑木や笹は、刈り取ってその場に

放棄したままである。これらが自然に朽ちるまでは 2,3

年以上はかかるだろう。その間に草が生い茂ってくる。

また以前の藪に戻ってしまう。ことに笹や太い木の場合

は腐りにくいからだ。ならば刈り取った藪の後始末は、

畑の真ん中に穴を掘ってその中で燃やしてしまえば灰も

肥料の一部になるだろう。ということで、早速野焼きを

することにした。だが、野焼きは条例で禁止されている

が、一部分は大目に見ていることもある。畑の周りをき

れいにするには手間と時間がどうしても必要なのだが、

自然に還元されるまで待てというのには酷だ。何時まで

経っても整理されないでそのままになってしまう。この

時期は乾燥注意報がでている日が多い。風があると飛び

火になり、山火事の恐れがある。そこで風のない日を選

んで注意を払いながら少しずつ燃やすことにした。この

時期は乾燥しているので生木であってもよく燃える。刈

り取られた土手は昔の姿を出現させた。

　このようにして畑の周囲はきれいになってきた。作業

が進むうちに変なものが横たわっているのに気付いた。

一瞬ドキッとしたが、よく見るとたぬきの死骸である。

確か年末に畑を見回りに来たときは何もなかった。わず

か半月ぐらいの間ではないだろうか。背中の毛が抜けて

汚い様相を呈している。それに腹が膨れてガスがたまっ

ているようにみえた。死んでからそう日にちが経ってい

ないようだ。死体の状態から動物の間で流行っている疥

癬症のようだ。なんでよりによってこんなところで死ん

だのだろう。カラスや他の動物の餌となって自然界に還

元されていくものかもしれないが、何時まで経っても不

気味な姿をさらけ出しているところを見ると、彼らにと

ってもとても餌になるようなものではないのだろう。ミ

イラ取りになって疥癬症にかかってしまうからだからか。

　畑の周囲をきれいにしたのはよいとして、その結果が

「もう出てきませんよ」といって、わざわざ死体までも

見せてくれなくてもよさそうなものなのに。他にもっと

畑を荒らすいのししや鹿のほうが当面の目的なのだから。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◇辛口コラム(15)＜ グローバリゼーションは日本人を幸

せにしたか＝格差拡大こそ諸悪の根源＞【増山榮太郎

（政治ジャーナリスト）】 敬称略

───────────────────────── 

◆一周遅れで米国の愚を追う日本の愚

　昨年 11 月の米中間選挙で共和党は、12 年振りに上下

両院での多数派の地位を野党民主党に譲った。その敗因

は何か。ブッシュ政権のイラク戦争の不手際、泥沼化を

指摘する声が多い。それはそれで間違いないのだが、意

外に見落とされているのは米国での格差拡大が敗因の一

つだったことだ。もともと共和党は伝統的に大企業優先、

金持ち優遇の政党と言われている。とりわけブッシュ政

権ではそれが著しかった。例えばブッシュ政権は過去３

年間、富裕層を中心利子課税、所得税、相続税などで１

兆 9000 億ドル（約 226 兆円）の超大型減税を実施した。

同じ時期にグリーンスバン連邦準備制度（FRB）議長の

低金利政策と相まってウオール街は空前の繁栄を謳歌し

た。だが、その恩恵に浴したのは一握りの富裕階層だっ

た。

　とりわけ社会の健全な担い手である中間層（中流階

級）の下層への転落が目立った。つまり一握りの億万長

者と、増え続ける下層階層との二極化が顕在化したのだ。

その結果が中間選挙での有権者の反乱になったのだ。２

年後の大統領選挙の帰趨も、これでおおよその見当がつ

く。まさに格差拡大こそ諸悪の根源であり、政治家の鬼

門である。

　いま、われわれの周囲を見回すとき、同じ風景が見ら

れないか。世は、いざなぎ景気を超える景気だと言う。

確かに、大企業は史上空前の利益を上げている。なのに

なぜ、一般庶民の消費が増えないのか。なぜ、鉄路に消

える自殺者の数が減らないのか。

　一部の学者は格差を表すジェニ係数がでデタラメだと

言う。なのになぜ、OECD が発表する日本の貧困度が米

国のそれに次ぐほど高いのか。

　気がつけば、周囲には働いても生活できない若者が増

えている。なかには生活保護に頼る若者もいる。今や、

格差問題よりも貧困対策の方が急務とさえ言われている。
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　にもかかわらず今なお政治家もマスコミも経済界も

「改革」「改革」と叫ぶ。果たしてそれでいいのか。わ

れわれは米国が犯した愚を１周遅れで追いかけているの

ではないか。

◆今は立ち止まって考えるとき

　グローバリゼーションが日本に導入されたのは 1997 年

１月に発足した橋本内閣からだった。バブル崩壊後の長

い不況に苦しんだ

国民は、フリー（自由化）、フェア（公正）の言葉に大

きな期待を抱いた。マスコミも諸手を挙げて歓迎した。

その後もグローバリゼーションは、小泉内閣のもと構造

改革の名で一層拍車がかかった。「改革なくして成長な

し」「小さな政府」「官から民へ」「規制撤廃」という

小泉ワン・フレーズに国民は酔いしれた。その象徴的結

果が郵政民営化だった。

　だが今、小泉政治５年間余を振り返って国民は果たし

て幸せになったのだろうか。確かに多くの規制が撤廃さ

れ、既得権益も消滅した。しかし小泉・竹中改革によっ

て強行されたのは、実はグローバリゼーションと言うの

は名のみでアメリカナイゼーション（米国化）だった。

つまり 90 年代、米国で猛威を振るった市場原理主義、競

争至上主義だった。その結果はどうだろうか。弱肉強食、

優勝劣敗、勝者優先（ウイン・ウイン）の世界だ。日本

の経営者にとっ最後の手段とされた従業員首切りも、リ

ストラの名でいとも簡単に、かつ平然と行われ、そのよ

うな経営者が称揚された。業績成果主義の導入は、従業

員間の競争、格差、嫉妬心をもたらした。規制緩和で出

現した派遣社員、契約社員、期間工、フリーターという

名の低賃金労働者層は法的社会保障的保護が受けられな

いまま正社員との格差は拡大する一方だ。しかも恵まれ

ているはずの正社員も首切りの不安に絶えず脅かされて

いる。３万人を越す自殺者がそのことを物語っていない

か。それにもかかわらず政府は従業員の時間外ゼロ政策

を導入しようとしている。

 一歩、地方へ出て見るがよい。駅前のメィーン・ストリ

ートの惨状は何を物語るのか。佐貫利雄氏（帝京大名誉

教授）著『急成長する町　淘汰される町』によると、東

京など大都市圏の市町村は急成長を遂げているが、北海

道、東北、北陸、山陰などの地方は衰退が著しいと、数

字を上げて実証している。例えば秋田県の９割の市町村

は自然淘汰のおそれがある。しかも衰退市町村に限って

自殺率が高いという。これを地域間格差と言わずして何

と言うべきか。かつて地方は既得権益で潤ったから当然

の報いと放置してよいのか。まさに政治の出番ではない

のか。

　郵政民営化では郵便局の数は減らさないと言うことだ

った。実際は地方の郵便局はどんどん減らされていると

聞く。民営化すれば合理化、リストラは当然のことだ。

だからと言って人間生活の基本インフラまで市場原理主

義に任せてよいはずがない。

◆格差是正なくして「美しい国」はない

　格差は単なる経済問題ではない。優れて社会問題、伝

統文化の問題なのである。古来、日本は聖徳太子の憲法

17 条で示されているように「和」を尊ぶ国柄である。共

同作業を必要とする農耕民族として当然である。そうし

て培われた伝統的土壌に米国型競争至上主義はなじまな

い。競争・市場原理主義がもたらした最大の弊害は人間

不信、嫉妬、自利、個人主義ではなかろうか。それは人

心を荒廃させる。例えばホリエモンや村上某の逮捕に民

衆は喝采した。彼らの不正に対する正義の喝采かもしれ

ない。だが富裕者に対する嫉妬心がなかったかと言えば

ウソになる。学校のイジメ問題も競争社会の反映と言え

る。子供は親の背を見て育つからだ。

　安倍総理は、政権の基本目標に「美しい国」を掲げた。

その言や良し。だが、この荒廃した社会の改革なくして

「美しい国」はないとめ銘記すべきである。

（執筆者・増山榮太郎（政治ジャーナリスト、『カレン

ト』２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(49)＜ なかの関連ニュース早読み ＞【 L

agoon 】

─────────────────────────

　2 月中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。

出典：＜Google ニュース"中野区"＞　http://news.googl

e.com/news?hl=ja&lr=lang_ja&ie=UTF-8&oe=UTF-8&ta

b=wn&scoring=d&q=%E4%B8%AD%E9%87%8E%E5%8

C%BA&btnG=%E6%A4%9C%E7%B4%A2

◆JCN 中野、2 月 1 日より増速値下げを実施

RBB Today - 2007 年 2 月 4 日

東京都中野区にて CATV インターネット接続サービスを

提供しているシティテレビ中野（JCN 中野）は、2 月 1

日から既存サービスコースの増速と値下げを実施した。
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これにより、最速コースのプレミアムコースは、プレミ

アムプラスコースと名を変え、下り速度を 24Mbps から

30Mbps に ...

◆東京】中野区の 07 年度予算案

建通新聞 - 2007 年 2 月 8 日

中野区は２月８日、２００７年度予算案を発表した。一

般会計の総額は対前年度比 11 ・３％増の９８５億４００

０万円。このうち、投資的経費は前年度に比べ２３４％

増の１２８億０４９５万円となった。警察大学校等跡地

道路・公園用地取得費を計上したため大幅増になった。

 ...

◆手作り『ハーモニカ・ライブ』。団塊の世代よ、特技

を生かせ！

ライブドア・ニュース - 2007 年 2 月 9 日

昨年７月には中野区上高田の喫茶店『傳』で、手作りの

ハーモニカ・ライブを行った。（今月の 24 日にも、同店

で開催予定）。新たなライブの道を探していた。 鈴木さ

んは地元の大塚でも、ハーモニカ・ライブで町の活性化

に役立つ方法はないか、と考えていた。 ...

 

◆2007/02/13-16:35 橋本辰二郎氏死去（元公明党副代表、

元東京都議会副議長）

時事通信 - 2007 年 2 月 13 日

自宅は中野区中野３の３８の１０の２０９。告別式は１

７日午前１０時から新宿区上落合３の３４の１２の落合

斎場で。喪主は妻睦子（むつこ）さん。葬儀委員長は前

都議の藤井富雄氏。 ７３年７月都議に初当選し、３２年

間在職。都議会公明党幹事長、同議員団長、都議会 ...
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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

─────────────────────────

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  

【詳細】http://www.waseda.jp/cac/index.htm

「アジア・ヒューマン・コミュニティーを求めて―人間

の安全保障のネットワーク構築に向けて―」（日英同時

通訳付）  

【日時】 2007/2/25（日）9:45-17:45（開場 9:30） 

【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】早稲田大学 21 世紀 COE プログラム「現代ア

ジア学の創生」（COE‐CAS）事務局  

【主催】早稲田大学 21 世紀 COE プログラム「現代アジ

ア学の創生」（COE‐CAS）

　　　　私立大学学術研究高度化推進事業（オープン 20

04-2008）

【共催】早稲田大学アジア研究機構

【協賛】朝日新聞アジアネットワーク

【詳細】http://www.waseda-coe-cas.jp/news/news0702

01-000.html

「サステイナビリティ学連携研究機構(IR3S)早稲田大学シ

ンポジウム 2007」

～ 政治とジャーナリズムのサステイナビリティへの挑戦

 ～  

【日時】2007/2/27（火）10:00-16:00 

【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・要事前申込み。（定員：400

名）申込みの詳細は

【主催】サステイナビリティ学連携研究機構、早稲田大

学環境総合研究センター、

　　　　早稲田大学政治経済学術院、東京大学地球持続

戦略イニシアティブ

【問合せ】早稲田大学環境総合研究センター事務局

　　　　　Tel:03-5286-8354　FAX:03-5286-8359　　  

【詳細】http://www.waseda.jp/weri/action/2006/20070

227_Symposium_IR3S/top.html 

プレミアムイベント「起業立志、その信念と勇気」

講演者：稲盛和夫氏（京セラ株式会社名誉会長）  

【日時】2007/3/10（土）14:00-17:00 

【会場】早稲田大学国際会議場井深大記念ホール、14 号

館 101 教室、102 教室  

【対象】学生・教職員・一般 

【参加方法】入場無料・要事前申込み

　　　　　　お申込みの詳細につきましては下記 URL を
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ご参照ください。

　　　　　　http://www.dreamgate.gr.jp/waseda  

【問合せ】主催・問合せ先：DREAM GATE　

　　　　　TEL: 03-3356-9121  E-mail: info-forum@dre

amgate.gr.jp 

【共催】早稲田大学アジア太平洋研究センター  

【詳細】http://www.waseda.jp/wbs/
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事務局からお知らせ

───────────────────────── 

◆訃報：本会役員の橋本辰二郎さん

　本会役員の橋本辰二郎さん（元公明党副代表、元東京

都議会副議長）が 10 日ご逝去されました。心よりご冥福

をお祈り申し上げます。 

　2 月 17 日のご葬儀には、中野稲門会として生花一基を

おそなえし、会長・幹事長ほか役員が参列いたしました。

新年会の直前までお電話いただいたり、昨年の会員増強

の事務を行った時には、橋本さんのマンションの会議室

をお借りしたり、いろいろとお世話になりました。新年

会の会場の生協会館も橋本さんのご紹介で借りることも

できました。これからもまだまだご活躍されると思って

いましたのに、とても残念です。（高田） 

◆東京都 23 区支部大会へのお誘い

　本会が加わる校友会東京都 23 区支部大会が、早稲田大

学エクスタンションセンター共催により下記の通り開催

されます。参加申し込みをよろしくお願い致します。 

◇第 1 部　エクステンション講演会 

　日時：平成 19 年 3 月 5 日（月）　 

　午後 6 時～7 時(開場 5 時 30 分) 

　会場：リーガロイヤルホテル東京　ダイヤモンド[2 階]

 

　演題：『日本政治展望　激動の世界でどう生きるか』 

　講演：田勢　康弘　氏 

　　早稲田大学大学院教授　日経新聞客員コラムニスト 

　参加費：無料 

◇第 2 部　懇親会 

「白井総長と瀬下代表幹事を囲んで」 

　日時：同日午後 7 時 15 分～9 時 00 分　 

　場所：リーガロイヤルホテル東京　ロイヤルホール[3

階] 

　参加費：10,000 円 

　申込先：各区稲門会

　※参加費を事前に各区稲門会事務局へお振込お願い致

します。 

◆（1 月号から再掲）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。
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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 3 月 20 日配信予定〔前日に原稿〆〕
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