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◇なかとう句会 ＜ 藍づくし ＞

─────────────────────────

藍色は　六月の色　哀の色　　　　【狸の意味深翁】

浅みどり　雨にめざめて　あぢさいや

七変化　きのふの色と　けふの色

暮れなずむ　あぢさいの路地　浮かぶ白

少女の日　瑠璃色のラメ　頬しづく

空模様　ヴァイオレットね　きょうの服　

紫野　サムライブルー　華ショーブ

花菖蒲　藍の着物に　蛇の目傘

もの想い　個になる時間　かたつむり

水無月に 潤って咲く 宿根草（しゅくねぐさ）【シグ

子】

梅雨来ぬと　目にはさやかに　見えねども

　　　　　ふと　道野辺の　紫陽花の青

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◇夢魂（むたま）川柳 (28) 【家元 ひがし】

─────────────────────────

　　　口先で「環境」言う人 ECO 贔屓

　　　沸点が下りかけて水を呑み

　　　美まし国ゴミと借金富士の山

　　　習い事マナーよりまず真似ーから

　　　相克の文化と文明トトロ・チェンソー

　　　笑いは健康笑わすは心労（7+7 も川柳です）

　　　大地の子足を踏みしめクラスター

　　　糧の為と豊かに笑う海女の乳

　　　指技足す体と心はバーラバラ

　　　脳スキャン 575 が造影し

ｵﾏｹ 　V カップ２つ寄せ上げ W カップ

（ワセダワセダ！　愛ちゃんと佑ちゃんガンバレ）

※6 月の投句コーナー秀句

　水泳にあわてて通うメタボ腹（小柴 雅人様）

　風邪ひいてクスリとリスクどちら取る（矢島 克己様）

※この度夢魂川柳集第 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。御希望の方はお知らせ下

さい。

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(64)＜ケルンの中華料理店＞【市

川孝二】

─────────────────────────

　おだてられての班長でしたが，この調査で２回だけ

「食事は自分持ち」がありました。

ケルン空港傍のホリディ・インに宿泊したときのことで

す。４班で中華を食べたいと市内に行きました。どうせ

行くなら「あの大聖堂も眺めたい」の声もあって，タク

シーに分乗して行きました。班員の皆さんは私と同じタ

クシーに・・・・と言うが乗り切れないので３台で行き

ました。コレがトラブルのもとでした。

　大聖堂前で降りたが，他の２台は別の所で降りたらし

く合流出来ません。ホテルの前から乗ったのでしたが，

２台は後からの発車でした。こんな事もあろうかと，心

配したがその通りになりました。仕方がない，最初のタ

クシー組は　後口を探しましたが，聖堂の周りにはいま

せん。歩き疲れて止まっていると，「お前さん達，どう

した？」と別のタクシー組になじられました。「心配し

たのはこちらだ」と，二組がお互いに文句を言っている

内に最後の組も探しており，やっと全員が合流出来まし

た。降りたところが違うので，３組は聖堂を中心に同心

円状に探し歩いており，このために相手を見つけられな

かったのでした。

　旅慣れている私はホテルから市内マップを手に入れて

おり，中華料理店に入りました。久しぶりに御飯類を食

べたいとのことで，チャーハンにしましたが，皆さんは

スープがつくのか別注文か聞いてくれ・・・で聞きまし

た。日本のようにスープ付きではないことが判明しまし

た。班員で「ス-ﾌﾟの量を聞いてくれ」で聞くと，小さな

ボールにワンタンが一つ位とのこと。皆同じものを注文

しました。スープは出てきたが，チャーハンはなかなか

出てきません。チビチビ飲んでも出てこないのです。ウ

エイターに催促しようと振り向いたら，向こうはこちら

の飲み具合を見ているようでした。そこで，「ここはド

イツだ。スープが終わればチャーハンが出るのだ！」と

聞こえるように言うと，皆さん納得しました。

　久しぶりの御飯類は美味しくて皆さん満足でした。た

だ，一人だけビールでなくて「水」を注文した人がビー

ルとほぼ同じ価格で不満を言っていました。エビアンは

輸入物です。ビールは本場で，ならばビールにしたほう

が良かったとぼやいていましたが後の祭りです。帰りは

中華料理店でタクシーを頼みホテルのホリディ・インに

帰りました。
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◇田舎暮らし(53)＜ 網の補強 ＞【中野信吾】

─────────────────────────

　裏の山際の畑に網を張った報告は前回した。その後、2、

3 日は動物の侵入もなくどうやら所期の目的は達したか

のようであった。網で囲われた畑は、彼らの運動場の観

があった場所だった。網を張ってからは新しい足跡がな

く、かつて跳ね回った後だけが景観としてそこに残され

ていた。そこで荒らされた跡と雑草の生い茂るのを防ぐ

目的で耕運機をかけて整地した。網で囲われた畑の一部

は試しにと、早速、サツマイモの苗 50 本を植えた。他に

ゴマの種も蒔いた。（これは種を蒔いた翌日、集中豪雨

のために種が流されてしまい、二度蒔きの羽目に陥った。

動物ならぬ自然の災害であきらめざるをえなかった。）

　1 週間が経って網の状態と畑が被害にあったかどうか

を見回った。

移植したサツマイモの苗は根付いたようで、動物の被害

もなさそうであった。耕運機で起こされた畑は彼らの足

跡を消しきれいに整地されたかのように見えたのだが、

その中に一箇所だけ大きなひづめ跡を発見した。今まで

は畑の真ん中を所狭しとばかりに跳ね回っていた場所は

異常なかったのだが、張られた網の一部が低くたるんで

いた（1.5 メートル）ところを飛び越えて侵入して足跡を

畑の隅に残していた。そして畑の周囲を徘徊して他の網

の低いところを狙って外へ飛び出して行ったようだった。

これは恐らく彼らの偵察だろうと思われる。この一件だ

けで、以後の来訪者はなく、囲まれた畑の被害はでてい

ない。

　侵入した箇所は網が低くたるんでいた。ならばもう少

し高くかさ上げをするしかあるまい、ということで早速

補強に取り掛かった。網の高さは 2 メートル、といって

も地面へ 20 センチばかりは網をたるませておかなければ

ならない。彼らは地面に穴を掘って潜り抜けてくるかも

しれない。そのための予防策だ。もう一つ、地面すれす

れに針金を張り巡らせた。高さは 180 センチぐらいを設

定してみた。それ以上の高さは杭間に針金を張って調整

するより方法はない。また、網を破られるといったこと

も予測して、内側から杭間に 30 センチ間隔で針金を張っ

てみた。これほどまでに厳重に予防してみても、彼らの

生活の知恵が勝っているかもしれない。当初、予定して

いた杭はそんなにかからないだろうという目論見が見事

はずれ、思わぬ本数になってしまった。

　当方の畑の網囲いを見て、「お宅のところまで（動物

が）出るんですか」という言葉がかけられる回数が多く

なった。「上のところ（集落）はお年寄りが丁寧に囲い

を作ってジャガイモを蒔いたらみんな猪にやられちゃっ

た。本当に可哀想で……」「まだ、鹿でいい。猪なんて

利口で、（収穫の）時期が来れば張った網なんか破って

みんな食べちゃうよ」こうなれば全てお手上げ。昨年は

私も収穫寸前のジャガイモをやられてしまった。ここま

で来れば個人の力なんか知れたものだ。国道にバイパス

が開通してから 1 年余りの間、自動車と衝突して死んだ

動物は相当の数になるという報告もある。夜間、餌を求

めて畑や田んぼを徘徊して山の中に帰ろうとして道路を

渡っていたところを、ヘッドライトに目がくらみ自動車

のスピードに逃げ切れなくなってはねられたものであろ

うか。我が家よりも 1 キロも離れた平坦部で田んぼがあ

る開けた場所だ。田植えが終わった田んぼの中を歩き回

り、植えた苗を台無しにしてしまう厄介者でもある。

　私もどうやら地域の網囲いの仲間入りをしたようだ。

こうした話は、あちこちで被害にあった話として入って

くる。その後、自分が網を張ったからというわけではな

いのだが、道路を通過するとき目の届く範囲を注意深く

眺めてみると、いたる所に動物避けの網や柵が張られて

いるのに気付いた。例年になく多いようだ。以前ならば、

峠を下りて山間地のわずかな区間に垣間見られた防護柵

は、前述のように町に近いところまで拡大してきている。

動物の被害区域がさらに大きくならないうちに、行政は

怠慢しているという非難が大きくならないうちに何とか

手を打つ方法を探りたいものである。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◇辛口コラム(19)＜ にわかに存在感増す国民新党＝参院

選は与野党拮抗（きっこう）か＝＞【増山榮太郎（政治

ジャーナリスト）】 

───────────────────────── 

　一寸先、闇とはよくぞ言ったものだ。順風満帆、安定

軌道に乗ったかに見えた安倍内閣だが、松岡農水相の自

殺、年金記録の紛失などで暗転した。支持率も急落、７

月参院選の結果が懸念されている。しかし選挙通の予測

では自公与党が大きく負け込むことはあるまいとの見方

が有力だ。与野党議席数が拮抗するというのだ。そこで、

にわかに存在感を増したのが国民新党だ。

◆与党過半数割れでも僅差か

　民主党の水戸黄門こと、渡部恒三前衆院副議長は政局

の先読みでも定評があるが、次の発言が政界に波紋を投

じた。

「参院選は自民党、民主党がどちらが勝っても僅差だ。
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そうなると、参院選後は綿貫民輔君の国民新党がカギを

握ることになる。政局運営のため安倍首相は綿貫君に土

下座する。小沢君もひれ伏す。綿貫君は今も神主だが、

参院選後は神様になる」

　松岡農水相が自殺する 10 日前の５月８日のことだ。69

年衆院選に初当選した森元首相、小沢民主党代表、綿貫

国民新党代表らが都内の料亭で開いた同期会の席上のこ

とだ。ユーモアたっぷりの渡部氏の口調に一同笑いこけ

たというが、その後の政局展開はまさにその予言通りに

なりつつある。

　確かに安倍内閣は不祥事続きで一頃の勢いは失せた。

かといって大きく負け込むことになならない。その理由

は、小沢代表率いる民主党にも受け皿としての人気に欠

けるからだ。

　参院選で過半数を維持するには自公で 64 議席以上確保

する必要がある。このうち公明党の 13 議席は固いので、

残り５１議席以上を自民党は確保する必要がある。過去

の戦績をみると、６年前の 64 議席は小泉ブームのさなか

で例外としても、04 年（小泉内閣）49、98 年（橋本内

閣）44、95 年（村山内閣）46 と 50 台を割っている。た

だし惨敗といわれた橋本内閣の場合でも 44 議席は確保し

ている。従って自民党が長年培った来た地盤力からみて、

この辺が最低ラインであろう。ということは過半数を割

っても、せいぜい５，６議席程度の僅差に留まるとみて

差し支えない。

◆綿貫、亀井（静）氏の入閣要請か

　もちろん自民党議席が 40 台前半に落ち込めば橋本氏の

例もあり安倍退陣の公算もある。だが、その場合でも自

民党は政権維持に狂奔するに違いない。僅差を埋める手

段として自民党が真っ先に手を延ばすのは同根の国民新

党の議席である。一方小沢代表も黙って見過ごすはずも

ない。まさに渡部氏の言うように綿貫氏が神様になる瞬

間だ。

　国民新党の参院での現有議席数は４（改選２）。キャ

スティングボートを狙うには今度の参院選でさらに上積

みを図る必要がある。現在比例区１３人、選挙区５人を

擁立、さらに立候補者を増やす方針だ。また田中真紀子

元外相、鈴木宗男「新党大地」代表と接触を図り、党勢

拡大に懸命だ。

　かりに自公が過半数を割り、しかも５，６議席程度の

僅差ならまさに国民新党の出番だ。その辺をにらんでか、

綿貫代表、亀井静香代表代行の言動がにわかに慎重にな

った。一頃の「反自民党」的強硬発言も控えているよう

に見える。だが、安易に自公連立連立に走れば”野合”

と非難される。その辺を考慮してか亀井代行は「今はニ

ュートラル。ウチが絶対譲れない条件（郵政民営化見直

しなど）に自・民いずれかが飲むかで態度を決める」と

慎重だ。だが魚心あれば水心、大勢は自民復帰に傾いて

いるやに見える。自民党側もそれを心得てか、水面下の

工作を始めているようだ。おそらく政策協定締結よりも

綿貫氏か亀井氏の入閣打診が先行するだろう。それによ

る自・公・国連立か、一挙に国民新党の全員復帰か、と

いうシナリオも考えられる。（時事通信「金融財政」6

月 11 日付から転載）

※執筆者ホームページ「増さんの政治政治教室」 http:/

/www33.ocn.ne.jp/ m̃assan/

※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(53)＜ シャングリラへの道は遠かった ＞

【 Lagoon 】

─────────────────────────

　中国雲南省の麗江～シャングリラ(香格里拉)～徳欽の旅

から 19 日なんとか戻りました。

今回はだいぶへたって（とくに、雲南アルプスの過酷な

山道を 6 時間もバスで!!）、旅の途中から猛烈な下痢に悩

まされ、現在も絶不調。そんなワケで、旅のトピックス

は次号以降に…m(__)m

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

m/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◇キャンパスにおける主な催し～[公開講演会・行事]ペ

ージより転載

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

─────────────────────────

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」

【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 

企画展示「古川ロッパとレヴュー時代－モダン都市の
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歌・ダンス・笑い－」  

【日時】 2006/5/18（金）-8/5（日）10:00-18:00（火・

金は 19:00 まで）

※会期中の休館日 7/15（日）、7/16（祝）  

【会場】早稲田大学坪内博士記念演劇博物館 2 階企画展

示室１ 

【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/2007ro

ppa.html

2006 年度受贈資料展－資料が織りなす 125 年の物語－  

【日時】2007/6/8（金）-8/5（日）10:00-18:00（日・祝

日は閉室、但し 8 月 5 日は開室）  

【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】早稲田大学大学史資料センター 

【詳細】http://www.waseda.jp/archives/event/event.ht

ml 

展示『アボリジナル・アート＆クラフト～アーネムラン

ドの女性たち』

（オーストラリア大使館・ 2007 年 NAIDOC WEEK プレ

イベント）  

【日時】2007/6/19（火）-6/30（土）11:00-18:00　

※6/24（日）休館・最終日 6/30（土）16:00 まで  

【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：早稲田大学オーストラリア研究所（テ

ーマカレッジ）/ 2 together Sydney, Australia、後援：

オーストラリア大使館、協力：キャノンマーケティング

ジャパン株式会社  

【詳細】http://homepage2.nifty.com/wombat/art/a.ht

m

 

企画展示「八重山古陶－その風趣と気概－」  

【日時】2007/6/25（月）-7/14（土）10:00-17:00（日曜

休館）  

【会場】早稲田大学會津八一記念博物館 1 階企画展示室

　 

【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】早稲田大学會津八一記念博物館  

【詳細】http://www.waseda.jp/aizu/whats2007.html

講演会「どうする、障害者権利条約　―国内批准に向け

ての課題と展望―」

講師：金政玉氏（ＤＰＩ日本会議事務局次長）  

【日時】2006/6/21（木）18:30-20:30（開場:18:00)  

【会場】戸山キャンパス 33－2 号館第 1 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・問合せ：早稲田大学文化構想学部・現

代人間論系 岡部耕典

　　　　　E-mail: k_okabe@waseda.jp 

　　　　　協力：早稲田大学学生生活課障がい学生支援

室  

【詳細】http://www.f.waseda.jp/k_okabe/07/0621/inde

x.htm

 

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】2006/6/21（木）17:30-19:00  

【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】早稲田大学坪内博士記念演劇博物館

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

urai.html 

講演会「Taking “Cool Japan” Seriously: Beyond Eupho

ria and Pragmatism」※英語講演

発表者：Anne Allison 氏（Duke University）、Adrian F

avell 氏（UCLA）、

Laura Miller 氏（Loyola University Chicago）

討論者：毛利嘉孝氏（東京芸術大学）、田仲康博氏（国

際基督教大学）

司会者・世話人：岩渕功一氏（早稲田大学国際教養学部

教授）  

【日時】2007/6/22（金）16:15-19:00 

【会場】西早稲田キャンパス 19 号館 3 階 311 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】早稲田大学国際教養学部 Tel：03-5286-1728  
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【詳細】http://www.waseda.jp/sils/news/openlec/silsk

ouenkai.html

早稲田大学創立１２５周年記念「早稲田文学」第 10 次復

刊記念講演会

第二回「構想力としての編集」

講師：松田哲夫氏（編集者・エッセイスト）、重松清氏

（作家）  

【日時】2007/6/23（土）14:40-17:30　※開場：14:00  

【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 

【参加方法】入場無料・直接会場へ  

【問合せ】主催：早稲田文学 

　　　　　共催：早稲田大学文学学術院

　　　　　問合せ：早稲田文学編集室　Tel:03-3200-7960

(対応時間：13:00～17:00) 

【詳細】http://www.waseda.jp/bun/activities/125/ 

早稲田大学ロシア文学会主催　2007 年度春の公開講演会

講演会「いま、なぜマヤコフスキイなのか」

講師：水野忠夫氏（早稲田大学文学学術院教授）

講演会「文学と政治の間で：『テロリスト群像』」

講師：川崎浹氏（早稲田大学名誉教授）  

【日時】2007/6/23（土）13:00-17:00　  

【会場】戸山キャンパス 36 号館 681 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】早稲田大学ロシア文学会　TEL:03-5286-3740 

【詳細】http://www.waseda.jp/bun-russia/2007-4infor

mation.html

オープン教育センター大使講座「EU および G8 議長国と

してのドイツ」 

講演者：ハンス＝ヨアヒム・デア大使（駐日ドイツ連邦

共和国大使）

※使用言語：ドイツ語（日本語通訳あり）  

【日時】2007/6/26（火）10:40-12:10（開場:10:00-）  

【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 

【参加方法】入場無料・ 直接会場へ  

【問合せ】早稲田大学オープン教育センター Tel:03-3204

-9196 

【詳細】http://www.waseda.jp/open/index/news/0626g

ermany.html  

企画展「古川ロッパとレヴュー時代－モダン都市の歌・

ダンス・笑い－」関連演劇講座２

「歌へば天国！－古川ロッパのサラリーマン・オペラ

『ハリキリ・ボーイ』上映－」

・映画『ハリキリ・ボーイ』上映

・古川清氏・齋藤晴彦氏「古川ロッパの世界≪番外篇

≫」

・解説：中野正昭氏（演劇博物館助手）「古川ロッパと

音楽喜劇の魅力」  

【日時】2006/6/28（木）13:00-（開場：12:30-)  

【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】早稲田大学坪内博士記念演劇博物館  

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

pa.html

公開講座　WAVOC 公開講座２００７　

第１回「日本の食べ物は安すぎる：日本の食と農をめぐ

る危機と展望」

講演者：山本謙治氏〔(株)グッドテーブルズ　代表取締役

社長〕  

【日時】2007/6/28（木）16:20-17:50 

【会場】西早稲田キャンパス 14 号館 503 教室　 

【対象】学生・教職員・一般 

【参加方法】入場無料・入場無料・定員 25 名（先着順）

※以下 8 点明記の上、E メールにてお申込ください。

宛先：E-mail: wavoc@list.waseda.jp

件名：6/28 公開講座申込

必要事項：1．氏名（ふりがな）2．所属（学校名・学

部・学年など）

3．メールアドレス（PC）4．メールアドレス（携帯）5．

電話番号

6．以下の質問に答えてください　

A）あなたの身の回りで最近「高くなった」と感じる食品

を３つ挙げてください。

B）今後、食品の物価が２～３割上昇するとしたら、どの

ような出費を抑えて

食品を買おうと思いますか？（例：携帯料金）

7．山本氏に聞いてみたいこと  

【問合せ】平山郁夫記念ボランティアセンター 

【詳細】http://www.waseda.jp/wavoc/education-progra

m/koza-nihonnosyoku.htm 
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早稲田大学 125 周年記念　第 20 回ユニラブ

「小中学生のための科学実験教室」  

【日時】2007/8/2（木）午前の部：9:30-12:00、午後の

部：13:00-15:30  

【会場】早稲田大学大久保キャンパス・早稲田大学研究

開発センター  

【対象】小学生・中学生 

【参加方法】要事前申込み・参加費無料

 A ・ホームページからの申し込み　B ・郵送による申し

込み

　※申込みの詳細はご参考 URL をご参照ください

申込期間：2007/6/4（月）～6/23（土）当日消印有効  

【問合せ】ユニラブ事務局（理工学部技術企画総務課）

　　　TEL:03-5286-3051 受付：月～土曜日 9:30-17:00

　　　FAX:03-5286-3456

　　　E-mail: unilab@sci.waseda.ac.jp  

【詳細】http://www.tps.sci.waseda.ac.jp/unilab/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

事務局からお知らせ

───────────────────────── 

◇ご参集ありがとうございました

　中野稲門会の定期総会は、6 月上旬としては暑いほど

の快晴に恵まれた 6 月 2 日に、織田学園さんのホール等

をお借りして来賓（大学から西谷常任理事、上田 募金課

長、新宿稲門会の藤森副会長、豊島稲門会の野崎副会

長）・会員の約 60 名の参加を得て盛大に開催できました。

　記念講演を快くお受けいただきました海老沢勝二さん、

稲門祭福引券販売に協力いただいた他区委員さんをはじ

め関係各位の皆さま、ありがとうございました。なお、

総会にて承認いただいた新就任を含む役員名簿、改定会

則、当日スナップは、中野稲門会ホームページに掲載済

みです。 

◇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 7 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
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