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◇なかとう句会 ＜ 風が編む ＞

─────────────────────────

目をつぶる　春の息吹が　紡ぐ音　【狸の意味深翁】

まどろみと　現の夜明け　鶯や

だいこんの　端切れに咲いた　可憐花

携帯の　声からみあう　風五月

どの風に　乗って行こうか　笹枯葉

風が編む　レースのスカーフ　萌え若葉

白ツツジ　雨のしずくに　冴えて白

皐月雨　香りとじこむ　バラつぼみ

紅の薔薇ビロードの肌 秘密めく

散る薔薇を　ワイングラスに　抱きとめる

キミの名に　手書きで春の　花ことば

ライラック 去年の今日の 夜半の微風（そよかぜ） 【シ

グ子】

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◇夢魂（むたま）川柳 (27) 【家元 ひがし】

─────────────────────────

　　　老いた手の皺を数える孫の指

　　　遅刻の分貯めてうんと早く行き

　　　阿鼻叫喚桜と交換ワシントン

　　　いざ凪に吹いておくれ萬の風

　　　顔と腹シワの移植を脳味噌へ

　　　開票をやめて出口調査だけ

　　　はずれてもカラッと晴れ晴れノーテンキ

　　　溜め息でフーセン吹いて又吸って

　　　鶯は一息ついてカンニング

　　　核の森平和のミサイル射程距離

※ 5 月の投句コーナー秀句

　　　これからは産科の代り機械科か（島田 慶直様）

　　　天下り日本の始めも天下り（山本 知由様）

家元 東柳：連絡先掲載サイト http://www.higaship.com

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◇海外旅行の変わった話(63)＜海外調査のこと＞【市川孝

二】

─────────────────────────

　昔のこと。ある公法人の役員をしていたときの事です。

欧州調査団に参加しまし。

参加者が多くて 4 班編制とする。その「4 班の班長にな

ってくれ」の話に謝絶しましたが、相手はお役人だし、

受けました。「歳ではない、貴方は英語も話せるし、海

外旅行に馴れているから」と。お役人に恩を売るのも良

いかと、素直に引き受けました。

　東京が二つの班で、大阪が一つ。その他の各地からの

寄せ集め組が 4 班です。私達は「華の 1･2 班」「浪速の

3 班」、どうでも「よんぱん」とふざけていました。何

故なら私は民間人ですが、他の班長さん達は本省エリー

トの OB たちです。せめて仲良くと楽しく行動しました。

　調査の合間に観光地にも行きます。好奇心の強い私は

土地の人達や観光客と会話を楽しみました。ドイツの人

ならドイツ語で、フランス人ならフランス語で最初に

「私は日本人です。英語なら少し話せます」と英語に誘

導してから話していました。

　ところが班の皆さんは、私が各国のいろいろな言葉を

縦横に話しているとみていたようで感心されました。私

が「違う、全て英語で話している」と説明しても信じて

くれない。本人がそう言っても、あの班長は「謙遜して

いる」、「おくゆかしい」と。弁解すればするほど信じ

て呉れないので困りました。団長さんからスワヒリ語や

アラブの言葉も話せますかと真面目に聞かれ絶句しまし

た。買いかぶられることも時には本当に困ります。

　こんな訳で私達の班はお役人さん OB の班長と違い、

うるさい制約もなく「和気藹々」に行動しました。バイ

ロイト音楽祭などにも行っているので、ドイツ国鉄など

の時刻表も良く判るし、楽しく行動を共にしました。思

わぬ失敗もありましたが…

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◇田舎暮らし(52)＜ 網を張った ＞【中野信吾】

─────────────────────────

　長年使用してきた居宅前の畑は、田んぼからの転換で

ようやく畑らしい土になってきた。ここにローテーショ

ンを組みながら前栽ものを栽培してきた。しかし、限ら

れた場所での栽培はどんなにローテーションを組んでも

どこか作物の生育で連作障害の影響を受けているように

思える。1 年ぐらい思い切って休耕すれば理想的なのだ

が、周囲が人家で道路に面しているので、そう草ぼうぼ

うでいることは許されない。手抜きをしていれば、茶飲

み話の話題になりたたかれるのがオチだ。

　どうしてこんなことになったかといえば、鹿や猪の出

没が他の畑の耕作を放棄させてしまった（自分の畑も含

めて地域全体）ためである。他にも高齢化とか経済的理

由とか後継者問題などがあげられるが、やはり動物によ

って農民の収穫の喜びを奪われてしまったことが耕作意

欲を喪失させたいちばんの問題のように思う。ならば彼

らが食するものを作らなければいいではないかというこ

とになるが、においのあるものなど種類が限られてくる。

人の作るものは彼らにとっても好物なのだ。山の木の実

が豊作のときは、彼らは里に下りてこないとは限らない。
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一度、人様の作ったものの味を知ったら年中人家近くま

で徘徊してくる。畑の手入れで草取りを省略するために、

耕運機をかける。すると翌日は彼らの足跡がもう付いて

いる。彼らの固体数が増えているので、山が豊作であっ

ても里に下りてくるのだろう。昔は彼らの固体数と生息

領域のバランスが取れていたから里までこなかったのか

もしれない。人間と動物の生活圏でバランスが取れてい

たのが、人間の山への進出が彼らを里へ押し出したのか

どうかは分からない。昔は一人で山に入ってもそう怖さ

はなかったが、いまでは彼らと不意に出会うという怖さ

のほうが先にたつ。

　先述の連作障害を避けるために工夫しながらの耕作は、

そろそろ限界にきているようだ。近くにある畑に鳥獣対

策として網を張って彼らの訪問をシャットアウトし、い

ままで作っていた作物の一部をここへ移してみようかと

思う。そうすればもう少し耕作に余裕が出てくるだろう。

ということで畑の周囲に網を張ることに決めた。資材は

網 3 巻き（1 巻き２ｍ×50ｍ）、杭は畑の周囲を整備し

たときに切り出した丸太と先年山に放棄してあった太い

木の幹、これらでなお不足する杭を野菜栽培などの支柱

で補足した。径 20mm×210cm の支柱 10 本。留める針金

１kg（線径＃20 で 200ｍ）の束。

　網を張るための杭の間隔は境界に沿って 4～5m おきに

1 本ずつ穴を掘って立てていった。畑に石があるとその

場所は避けなければ杭が立たない。もしくは埋没してい

る石が掘り出せるものならできるだけ掘り出して杭を立

てた。作業は順調に進んでいった。しかし、畑が山際で

あるためにときとして石のある箇所にぶつかる。そこで

は一つの杭を立てるのに 1 時間もかかることもあり難儀

した。網張りは一人では手がかかりすぎるので手伝って

もらうことにした。かくして念願の動物よけの網が張ら

れた。この網をかいくぐって中に入ってこないことを念

願してやまない。猪の穴掘り、鹿のジャンプ力と、彼ら

の執拗な侵入に、これから恐らく補強に次ぐ補強で追わ

れていくのかもしれない。いまから杞憂している始末で

ある。

　今回は鳥獣対策としていちばん安価な方法を採った。

他に電気柵、電子音で鳥を追い払う機器、強力閃光で動

物を威嚇する機器、捕獲檻などの対策方法がある。どの

方法であっても効果があったという評価はいまのところ

伝わってこない。先年、鹿の被害にあったとき、市の農

林対策課に陳情したがどんな対策を採ったかというフォ

ローアップの連絡は未だにない。ということは、住民か

らの陳情は聞くだけ、後は無視。そんな瑣末なことどう

でも良い。もっと他においしい話が優先する。政治的圧

力が多少でもあればしぶしぶ対策を立てる。個人のお手

並み拝見を期待しているのだろう。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◇辛口コラム(18)＜ 気がついたときではもう遅い＞【増

山榮太郎（政治ジャーナリスト）】 

───────────────────────── 

◆戦中派よ、なぜ戦争になったかを語れ

　NHK ラジオの深夜放送を聞いていたら、ある戦中時代

生まれの画家がこう語っていた。

　「私が中学 3 年生のとき満州事件(1931 年=昭和 6 年)が

起きた。 当時の私は、遠いところの事件のような気がし

て、気にもしていなかった 。と言うのは、当時の世の中、

何も変わっていなかったからだ。銀座ではキャバレー、

カフェーは賑わっていたし、洋画も盛んに上映されてい

た。私たち中学生は洋画に熱中していた。

　だが、今、振り返れば、そのとき、日本は 15 年戦争に

突入していたんですね。事実、アッという間に、世の中

は、戦時体制になり、空襲、そして壊滅の敗戦になって

しまった。15 年間なんて、ホンの短い時間ですよ」

　その人は、最期にこうも付け加えた。

「戦争の被害や悲惨さを語る人は多い。だが、なぜ戦争

になったかを語る人は少ない」と。

　確かに、その通りかもしれない。昭和史の年表をひっ

くり返しても、満州事件と同じ年に浜口雄幸首相暗殺、3

2 年(昭和 8 年)5･15 事件で犬養 毅首相が殺される。同年

に警察署に特高制度設置、33 年（同 8 年）国連脱退と、

時代は急回転する。あれよ、あれよ、と破滅への道へと

まっしぐらに突進する。しかし、それが破滅への道と、

誰も気が付かない。

　当時の国民は、新聞、雑誌が煽る好戦的記事に酔って

いた。

◆漂ってきたキナ臭い匂い

　「昭和史」を書いた作家半藤一利氏が、最近、日本記

者クラブの講演会でこう語っていた。

　「戦前の日本の転換期は満州事件の 10 年前後。当時、

国の”かたち”が戦時体制になった。現在の状況と似て

いませんか」

　その事例として半藤氏は次の諸点を挙げている。

　その１：教科書の国家統制が始まった。昭和 8 年に

「ススメ、ススメ、ヘイタイ、ススメ」などの愛国心が

強調された。いま、安倍内閣が強行する教育基本法改正

がまさに愛国心の高揚だ。

その２：情報の国家管理の強化。同年に新聞法の強化、
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出版法の改正があった。マスコミは軍部に気を遣い、言

論の自主規制が盛んに行われた。いま、通信傍受法、個

人情報保護法に名を借りた情報管理が進んでいる。また、

NHK の不祥事や関西放送の捏造対策を大義名分とする放

送の国家管理の強化が進行している。

　最近、自衛隊員の情報漏洩などが意図的に流されてい

る。スパイ防止法案への秘かな世論操作と勘ぐられれも

仕方ない。

その３：憲法改正の動き。安倍内閣は、国民投票法案」

を強行採決して「在任中の改憲」を公言して憚らない。

その４：テロの横行。5･15 事件の犬養首相暗殺を契機に

政財界人へのテロ事件が頻発する。現在、靖国がらみで

マスコミへの右翼の嫌がらせ、脅迫事件の横行、加藤紘

一代議士の実家放火事件、長崎市長に対するピストル射

殺事件。また公営住宅に住む暴力団員ピストル乱射事件。

　最近の扇動的右翼風潮がこれを助長する。警察も、右

翼や暴力団には弱い。心あるものでも、今や、沈黙を余

儀なくされる。

　これは半藤氏が指摘したことではないが、ネット世界

での過激思想（超国家思想）、愛国主義強調は目に余る。

反対論に対する”炎上”と称する問答無用の言論的暴力

が横行している。

◆安倍内閣は国際的に孤立?

　安倍訪米は成功だと、お弁チャラ評論家やマスコミが

持て囃す。果たしてそうか。

　彼が、拉致事件や戦後レジーム否定に政治的信念があ

るなら、ワシントンのナショナル・プレスクラブで堂々

と記者の質問に答えて信念を披瀝すれば良い。なぜ、滞

在日数を短くして次の訪問国（中近東）へ飛んだのか？

なぜ、そんな自信のない振る舞いをしたのか？　それは

アメリカの世論が安倍内閣への警戒心を高めているから

である。慰安婦問題、昨日今日、起きた問題ではない。

　実は、安倍内閣の右翼傾向に密接に絡み合っている。

日本のマスコミは、余り触れたがらないが、安倍が主張

する「戦後レジーム否定」は、アメリカ占領政策の全否

定につながる。ブッシュ大統領は、イラク侵攻の理由に、

イラクに日本モデルの占領政策を実行すると宣言した。

つまりブッシュに限らず、アメリカ人にとって、アメリ

カ軍の日本占領政策は、アメリカ型民主政治の見事な成

功体験として自慢してきたものだ。

　それを全否定したら、ブッシュならずとも、いい気持

ちがしないはずだ。安倍を迎えたブッシュに、よそよそ

しい気持ちがあったとしても不思議ではない。

　二人は共同記者会見で「日米同盟の強化」を強調した

が、それは外交辞令の何ものでもない。

　昨年の中間選挙で民主党の躍進を見ても判るとおり、

アメリカではリベラルの復調が著しい。ＮＹタイムズ、

ワシントン・ポストなどの論調を見ても慰安婦に限らず、

安倍の右翼思想に神経をとがらせていることは明瞭だ。

　それはアメリカに限らない。英国、フランス、ドイツ

などにも安倍の右傾化に対する批判が高まりつつある。

このまま行けば安倍内閣は、国際的に孤立化するおそれ

がある。北朝鮮をめぐる６者協議にも日本の孤立化が囁

かれている。日本はかつての国際連盟脱退の道を歩むの

か。

（執筆者：X=ホームページ「増さんの政治政治教室」

（http://www33.ocn.ne.jp/ m̃assan/）より転載）

※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(52)＜ 伝書鳩 ＞【 Lagoon 】

─────────────────────────

　新聞記事で最近の鳩レースで帰還率が低下していると

いうのがあって… 

へー、と思い検索してみると、1000Km とか長距離のレ

ースでは数割しか戻らない場合もあるようだが、天候に

も左右されることが多く、はっきりした調査や要因分析

はまだ行われていないそう。 

鳩レースのマニアさんのサイトを見ると、何百キロも飲

まず食わず??“けなげ”にハト小屋に戻ってくる選手鳩を

今やいまやと固唾をのんで待ちわびる様子が伝わってき

てほほえましい。 

◇「あの人は伝書鳩だね」という皮肉ぽい言い方が昔は

あった。「言われたことをそのまま伝えるだけ、使い走

りの丁稚…」みたいな意味だったかなぁ。ずいぶん伝書

鳩さんにはシツレイな言い方だなぁ。 

◇レースから戻った時間記録をどう公正にやっているの

か調べたら、 

【以下引用】＜デジタル式＞鳩の足にはゴム管ではなく、

チップリングと呼ばれる 128bit のチップが入ったプラス

チック製のリングをはめ、鳩舎にチップを読み取るため

のアンテナを設置します。アンテナは、電波時計が組み

込まれた専用端末（アティス）とつながっていて、鳩が

鳩舎に戻ると自動的に端末に記録される仕組みになって

います。最近ではインターネットを通じてレースから戻

った鳩を好きな場所で観察したり、大会本部への連絡も

ネット経由で行えるようになってきています。 【引用終

わり】 

　さすが最新 IT 活用です！！。そのうち、GPS でどこを
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飛んでいるのかチェックできるようになるかも知れませ

んね。

「つれづれ-プレイバック」 http://titoh44.blog29.fc2.co

m/blog-entry-443.html

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◇キャンパスにおける主な催し～[公開講演会・行事]ペ

ージより

http://www.waseda.jp/jp/event/ に他情報もあります

─────────────────────────

企画展示「終わりなき旅―劇団黒テント 39 年の足跡」現

代演劇シリーズ  

【日時】Part1：2007/3/1（木）-8/5（日）

Part2：2007/6/1（金）-8/5（日）

10:00-17:00（火・金は 19:00 まで）

        休館日：3/21,4/29,4/30,5/3-5/6, 7/15, 7/16

※8/4-8/5 は展示室のみ開館  

【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】 早稲田大学坪内博士記念演劇博物館  

【詳細】http://www.waseda.jp/enpaku/special/2007kur

otento.html 

早稲田大学創立 125 周年記念展示「早大漫研 OB 展」  

【日時】2007/5/12（土）-5/27（日）10:00-18:00  

【会場】ワセダギャラリー（西早稲田キャンパス 27 号館

1 階）  

【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／毎日新聞社

　　　　　協力：早稲田大学漫画研究会 

ご参考 URL：http://www.waseda-shop.com/w125/news

_event/article.php?id=2 

シェイクスピア祭企画 Part2 企画展　現代演劇シリーズ

「終わりなき旅―劇団黒テント 39 年の足跡」関連講座

「黒テントの 40 年ー 1968 年から現在に至る黒テントの

活動を振り返って」

講師：佐藤信氏（黒テント演出部）

聞き手：西堂行人氏（演劇評論家）  

【日時】 2007/5/21（月）11:00-12:30（10:30 開場）  

【会場】 西早稲田キャンパス 6 号館 318 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】 早稲田大学坪内博士記念演劇博物館  

ご参考 URL:http://www.waseda.jp/enpaku/event/index.

html#20070421

公開講演会「時代を名づける：18 世紀のイギリス人は当

時をどう見たか」

講師：P.J.コーフィールド氏（歴史学教授：ロンドン大

学 ロイヤル・ホロウェイ校）  

【日時】2007/5/22（火）17:30-19:30  

【会場】西早稲田キャンパス 1 号館 2 階現代政治研究所

会議室　 

【対象】院生・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総合学術院・中野忠研究

室

ご参考 URL：http://www.socs.waseda.ac.jp/sss/g/koue

n.pdf(PDF ファイル） 

演劇講座「『女と影』上演をふりかえって」

講師：桜井久美氏（衣裳作家）、藤間勘十郎氏（日本舞

踊家）、和栗由紀夫氏（舞踏家） ※演劇博物館にて関連

展示あり  

【日時】 2006/5/23（水）14:40-16:10  

【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 

【参加方法】 入場無料・直接会場へ  

【問合せ】 早稲田大学坪内博士記念演劇博物館  

ご参考 URL: http://www.waseda.jp/enpaku/special/200

7sakurai.html

講演会「北タイの開発政策と住民の森林保全活動の意義-

Link の活動を通して-」

講演者：木村茂氏（Link～森と水と人をつなぐ会～代

表）  

【日時】 2007/5/23（水）16:20-17:50

【会場】 西早稲田キャンパス 16 号館 106 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】 早稲田大学教育学部  

比較法研究所創立 50 周年記念事業 A プロジェクト 

連続講演会第 1 回「つくられた『近代』からの解放―家

族制度考」

講演者：井ヶ田良治氏（同志社大学名誉教授）

コメンテーター：笹倉秀夫氏（早稲田大学大学院法務研

究科教授、比較法研究所研究員）  

【日時】2007/5/24（木）18:00-20:00 
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【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 

【参加方法】入場無料・直接会場へ  

【問合せ】早稲田大学比較法研究所  

ご参考 URL：http://www.waseda.jp/hiken/index-j.html 

第 1 回国際シンポジウム・ワークショップ　21 世紀の東

アジア－境界を越えて－

国際シンポジウム ※日英同時通訳

Part1「東アジアの胎動する市民社会とデモクラシーの可

能性」

Part2「東アジア大学構想と文化交流」

Part3「東アジア現代史をどう捉えるか

【日時】 2007/5/25（金）10:00-18:10  

【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】 早稲田大学アジア研究機構 (E-mail: asianstu

dies@list.waseda.jp) 

ご参考 URL：http://www.waseda.jp/asianstudies/event

/index.html

講演会「論絶句体的発生歴史和盛唐絶句芸術（絶句発生

の歴史と盛唐絶句の芸術について）」

講演者：銭志熙氏（東京大学外国人教師、北京大学中文

系教授）  

【日時】2007/5/25（金）14:40-16:10 

【会場】戸山キャンパス 33-2 号館 2 階第 2 会議室 

【対象】中国文学関連の学生・院生・教職員・一般 

【参加方法】入場無料・直接会場へ  

【問合せ】早稲田大学教育学部  

講演会「論宋詞三変（宋詞の三大変化について）」

講演者：王兆鵬氏（武漢大学中文系教授）  

【日時】2007/5/25（金）16:20-17:50 

【会場】戸山キャンパス 33-2 号館 2 階第 2 会議室 　 

【対象】中国文学関連の学生・院生・教職員・一般 

【参加方法】入場無料・直接会場へ  

【問合せ】早稲田大学教育学部  

講演会「モンゴルにおける歴史研究の動向」

講演者：ソドノム・ツォルモン氏（モンゴル科学アカデ

ミー歴史研究所

シニアサイエンティスト・ウランバードル大学副学長・

東北大学東北アジア研究センター外国人研究員）※通訳

あり  

【日時】2007/5/25（金）16:30-18:00 

【会場】戸山キャンパス 39 号館第七会議室 

【対象】学生・教員（学外者を含む） 

【参加方法】入場無料・直接会場へ  

【問合せ】早稲田大学文学学術院　東洋史専修  

講演会「モンゴル秘史原典の研究」

講演者：トムル・バガナ氏（内蒙古師範大学・蒙古学学

院・院長/教授）※通訳あり  

【日時】2007/5/25（金）18:00-19:30 

【会場】戸山キャンパス 39 号館第七会議室 

【対象】学生・教員（学外者を含む） 

【参加方法】入場無料・直接会場へ  

【問合せ】早稲田大学文学学術院東洋史学専修  

第 1 回国際シンポジウム・ワークショップ「21 世紀の東

アジア－境界を越えて」

国際ワークショップ ※日英同時通訳

Part1「東アジアにおける地域研究の可能性」

Part2「東アジアの知的交流と人材育成」＊全体総括  

【日時】 2007/5/26（土）10:00-16:00  

【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】 早稲田大学アジア研究機構 (E-mail: asianstu

dies@list.waseda.jp) 

ご参考 URL：http://www.waseda.jp/asianstudies/event

/index.html

早稲田大学創立 125 周年記念展示｢早大漫研 OB 展」関連

特別講演

『世界に広がる日本マンガの将来』

講師：鈴木雄介氏（イーブックイニシアティブジャパン

社長）  

【日時】2007/5/27（日)14:00-15:30（開場 13:30)  

【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／毎日新聞社

　　　　　協力：早稲田大学漫画研究会   

ご参考 URL：http://www.waseda-shop.com/w125/news

_event/article.php?id=2
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第 70 回逍遙祭：講演『父 中村歌右衛門の淀君』

講師：四代目中村梅玉氏（歌舞伎俳優）

ビデオ上映『沓手鳥狐城落月』

【日時】2007/5/30（水)14:00-（開場：13:30-)

【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）

【参加方法】入場無料・直接会場へ

【問合せ】主催：（財）逍遙協会・早稲田大学坪内博士

記念演劇博物館

　　　　　協賛：日本芸術文化振興会

ご参考 URL：http://www.waseda.jp/enpaku/event/inde

x.html#20070530

早稲田大学ジャーナリズム教育研究所開設記念シンポジ

ウム

「ジャーナリズムの自由と独立のために」（同時通訳付

き）  

【日時】2007/6/2（土）13:00-17:00 （開場 12:30）  

【会場】西早稲田キャンパス 14 号館 201 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】主催：早稲田大学ジャーナリズム教育研究所

　　　　　共催：早稲田大学オープン教育センター  

ご参考 URL：http://www.j-freedom.org/2007/05/post_

5.html#more 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

事務局からお知らせ

───────────────────────── 

◇中野稲門会の総会・懇親会

■日時　平成 19 年 6 月 2 日(土) 15:00 ～ 18:00 

■会場　織田学園（JR 中野駅北口 3 分） 中野区中野 5-3

2-8　03-3228-2111 

　　　　第一部（15:00～16:30） ５号館階段教室（総

会・講演会） 

　　　　第二部（16:45～18:30） 本部グリーンホール

（懇親会） 

■会費　お一人様　4300 円 

■内容　第一部

　〇　総　会 

　〇　講演会「今の世相あれこれ」 

　　　講師　横綱審議委員会委員長　海老沢 勝二氏 

　　　　第二部 ○ 懇親パーティ 

ふるってご参加ください。お問い合せ：幹事長 高田まで

◇本会ホームページは、2007 年 1 月から新たに中野稲門

会ブログに移行しました。制作者不慣れのためお使いに

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/

投稿、お問合せは、【事務局】欄のメールフォームをご

利用ください。

http://form1.fc2.com/form/?id=119778

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◇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、下段 URL 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/guide.html

☆題自由（趣味のこと、この頃気になること、面白情報

…）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 6 月 20 日配信予定〔前日に原稿〆〕

☆これまでのメルマガは、本会ブログのカテゴリー「月

刊メルマガ」に収録しています

http://wnakano.blog76.fc2.com/blog-category-8.html

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


