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◇なかとう句会 ＜ 夏は来ぬ ＞

─────────────────────────

遠雷の　近づく匂い　ときめいて　　【狸の意味深翁】

夏さそう　大夕立や　濡れて行こ

梅雨明けて　おしろい花の　恥じらい香　

すだれ越し　行水の音　よぎる肌

湯上りは　藍の浴衣で　青畳

雨上がり　粋な音色は　江戸切り子

おしぼりに　レモンの香り　凛の風

夏は来ぬ　ひんやりトマト　冴えて赤

冷や麦に　ふた色見っけ！　紫蘇と紅

短冊に　ヘタ筆書きす　「ホの字」駄句

道いっぱい　くちなしの花　香りけり　【シグ子】

守宮（ヤモリ）来る ウインブルドン 夏は来ぬ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◇夢魂（むたま）川柳 (29) 【家元 ひがし】

─────────────────────────

　　　祝い事一つ一つが時を止め

　　　社保庁のアホでも振込め詐欺出来る

　　　抱擁は闇の宇宙のホッカイロ

　　　ただごとを詠んで滋味ある句もよろし

　　　13 女　16 春草　（7＋7 も川柳です）

　　　夢は昼夜の夢はただ苦し

　　　釣り針にもがく私釣るは神

　　　針千本飲ます閻魔は肛門医

　　　フラフープまわした世代フーラフラ

　　　強き者２期目の首長満期妻

※毎月作句約 100 句のうち親しみやすいものを 10 句お送

りしています。お楽しみ下さい。もう５年以上になりま

した。

○おまけ「我が家族鳩のピーチャン姉妹」

　6 階エレベーター脇のカポックの鉢に世田谷公園の土

鳩が許しもなく卵を生み、一家が息を潜める中 5 月 26 日

2 羽とも見事可愛い雛にかえりました。母親がエサを口

移しに来るとピーピーなんと賑やかなこと。仲の良い 2

人の急成長に驚かされながら、毎朝毎夜手の平に乗せ羽

を撫でてやると 2 週間で両肩に乗り、約一ヶ月で仲良く

飛んだり、お皿の中で水浴びをしたり、父母の 2/3 位に

なりました。当然ながら家内は毎日ブーブー"糞慨"しなが

ら掃除しています。巣立った後うたかたの夢の中、2 人

で遊びに来てくれますように。

※恒例の"翔ンデモ東の二度とコンサート第 15 回"「カン

ツォーネ ペア ディナー コンサート」

　Vocal 東直彦、Piano 武藤純一、特別出演：Tenor 工藤

健詞、Piano 新倉みどり

　日時　9 月 1 日(土) 18:00 開演

　会場　ライブハウス・リストランテ六本木テンドール

　チケット　ペア 17,000 円　イタリア料理・フリードリ

ンクつき

　ぜひお誘いあわせてどうぞ：連絡先掲載サイト http://

www.higaship.com

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◇海外旅行の変わった話(65)＜ブリュッセルでのこと＞

【市川孝二】

─────────────────────────

　ブリッセルでの食事の時，添乗員（人数が多いため２

人ついた）のタクシーに乗り込みました。ケルンの事件

を考えてのズルです。翌晩は 2 回目の各人持ちの食事で

した。班長ですので JTB のガイド本を持参しました。ガ

イドの海鮮料理のお勧めの店をホテルから予約して貰い

出かけました。ホテル備え付けの市内マップで道順をし

っかりと聞きました。班員はケルンでのタクシー事件を

覚えており，皆一緒に歩いて行く事にしました。マップ

では近道がありますが、表通りを歩いて正確を期するこ

とにしました。

　オマール料理で皆さん満足でしたか，各人からワリカ

ンを集金しましたが、足りません。メニューの単価を徴

収したせいです。サービス料など忘れていたせいです。

ウエイターはグループの集金に心配げの顔つきでしたが、

私がミスに気づいてポケットから追加したので、満足げ

でした。翌日、もたついた支払いについて、副班長から

個人負担でなくて徴収すると言われたが、たいした額で

もなくそのままにしました。

　レストランでホテルへの道の確認をしたら，来た道の

表通り（三角形の二辺）より、近道があると教えられま

した。私もそうだろうと思いました。何故なら，出掛け

る時に JTB の添乗員は「近道かも知れないが危険だか

ら」と表のバス通りを歩けの助言でした。

　危険なら避けたいがレストランも近道だと薦めるし、

ワインも飲んで疲れているので禁止の通路で帰りました。

表通りよりライトは暗いが，赤・ピンクと鮮やかなネオ

ンの通りです。そこは赤線。歓楽街そのものでした。

「判った！ここを通るな・・・の理由が」と声高く叫び

ました。言うまでもなく仲間も「ここがどんな場所か」

理解できました。下着姿の妖艶な妖精たちの群れ。呼び

込む若い女の人と値踏みするお客達。背の低い男が金髪
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の大きな女と値段の交渉をしている場面。ゆっくり歩こ

う……で観察しながら通過しました。道路から見える小

部屋のライトが突然に消えましたら，仲間の一人が「戦

闘開始！」と叫び，皆で笑い合いました。

　私達は特別の場所を知らずに歩いたのでした。変った

ブラブラ歩きの体験を良い記念にホテルに到着したら、

ホテルのロビーに「歩くなと言った」JTB 添乗員がいた

ので「あそこを歩いたぞ！」と言ってウインクしてやり

ました。後で聞くと歩いただけなのに，

４班の一部の人は発展したらしいと「尾ひれつきの噂

話」もあったとか。そんなことありません。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◇田舎暮らし(54)＜ キキョウ ＞【中野信吾】

─────────────────────────

　今年も庭のキキョウが咲きだした。いつもの年よりも

一週間ぐらい早いような気もする。気温の高かった日が

続いたのが開花を促したのだろう。露地栽培だから気温

の影響は大きい。開花は一般的に 6 月の下旬あたりから

7 月上旬が普通のようだが、ここ信州ではお盆のころか

らが相場だったような気もする。

　庭に生えているキキョウは昔なかった。先代が当初、

山から自生しているキキョウを庭に移植を試みたがいず

れも失敗の連続だったと聞いている。山の酸性土壌では

当然庭の土にあわないのは自明の理である。山の土同様

の環境づくりをして育てたものであろう。キキョウが根

付いてからは、栄養過多の庭土に馴染んで恐ろしいほど

に増えだした。一時は庭に植わっている他の植木を圧倒

して、庭一面がキキョウの藪と化したときもあったほど

だった。この盛況な状態を見て、近所からも株分けを請

われて幾度となく株分けをしたのだが、定着したという

話はわずかなものだった。根がダメならば種からはどう

だろうということで、採った種をそのときに蒔いてみた

という。試行錯誤の繰り返しだった。

　われわれも庭のキキョウの根を掘って東京の家の庭に

移植を試みたのだが、いずれも失敗に終わった。種も蒔

いてみたがこれもダメだった。そんなときある人から、

挿し木がいちばん手っ取り早いよという助言を頂いた。

夏から秋のころにかけて、威勢の良い茎を 7～８センチ

に切って、直接土に挿す。約 2 週間もすれば根がでてく

るという。簡単で手っ取り早い方法だ。なぜ、もっと早

く気付かなかったのだろう。挿し木といえば、普通５～

６月ごろが相場だと思っていたからだった。種のほうも、

蒔いたら土をかけないでそのままにして、約 10 日もすれ

ば芽が出るという。こちらの方はまだ試してみない。発

芽発根までの水管理や温度調節など管理が大切なのは言

うまでもない。

○網を張った話の補足

　ここ 2 回ばかり鹿の害を防ぐために畑の周囲に網を張

った話を書いた。その後、進入はなく無事に経過してい

る。雨期を迎えて畑は雑草がはびこりだしてきた。網を

張らなかったときは、取った雑草は畑の周囲に運び出し

ておいてもあまり気にならなかった。ところが網を張っ

たために取った雑草は運び出すところがなくなってしま

った。しかたなく取った雑草は一箇所に集めて堆肥場の

ようにした。不便さはやむをえない。ほどなく雑草の山

ができあがってしまった。

　網の周囲を草刈り機で刈った。もともと鹿の侵入を防

ぐために作った防御柵だから、網の周囲をきれいにして

おくことがあたりまえだ。そこの草を刈っていて感じた

ことだが、網の周辺を歩き回っている鹿の足跡を見出し

た。やっぱり出てきているのだ。網が破られるのは時間

の問題だろうか。もう一つ、網を張ったために以前から

あった獣道が変わったことだ。山際の網のきわを通って、

放棄された田んぼの草むらの方へ足跡が伸びている。今

度はどんな方法で彼らを撃退しなければならないのだろ

うか。せっせと草を刈り、彼らが身を隠す場所をなくす

ようにすることだ。頭の痛いことだらけである。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◇辛口コラム　☆筆者は、チベット、ヒマラヤ、ネパー

ルの旅から帰国直後で今号はお休み

【増山榮太郎（政治ジャーナリスト）】 

───────────────────────── 

※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(54)＜ シャングリラへの道は遠かった：

旅ノート＞【 Lagoon 】

─────────────────────────

○幻の桃源郷 

　ジェームス・ヒルトン「失われた地平線」(Lost Horiz

on,1993）で描かれたシャングリラの人気にあやかって、

中国が目ざとく中甸県を同名の香格里拉に 2001 年に変更

…といういわくつきの所で、街自体は少数民族が多い普

通の地方州都で期待はずれ。 

　しかし、香格里拉から梅里雪山のある徳欣をめざして
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走る 180Km の山岳ルートからの急峻な山々と深い谷の絶

景からは、まさにここがシャングリラにふさわしいと思

った。終点がラッサに至る 214 号という国道で、舗装(43

00m 近くの白茫雪山峠前後は石畳)はされているものの、

カーブの連続、ガードレールもカーブミラーもなく、ト

ラックとのぎりぎりの行き違い、山崩れで決壊した泥沼

箇所の通行等々スリル一杯。バス乗客全員が酔って吐き

まくりというツアーもあるそうで、6 時間もかかる過酷

なバス移動はもう二度とご免したい…同行者のなかには

帰路はヘリにしたい…とぼやく人も。わが日本人ツアー

は、最新の中型バスだったのでまだましなんですが、ミ

ニバスに 25 名とか乗ってくる中国のグループは、ホテル

にたどり着いて皆、口もきけないほど息絶え絶え。普段

は騒々しい彼らも静かなものだった。 

○幻想的な雲南アルプス 

　麗江から訪ねた玉龍雪山では、4500m のロープウェイ

終点駅から雪渓を間近にみながら標高差 200m ほど登る

展望台へのルートがある。さすがこの高さで歩き出すと

息が苦しく足も上がらず酸素ボンベを吸いながらの休み

休みでなんとか到達。よくテレビでやってる高山登山の

シーンの体験ができました。なお、酸素ボンベ（殺虫ス

プレーよりひと回り長いぐらい、10 分ぐらい吸えるそう、

ツアー社が用意）は、確かに有効でどうも必携のようだ。

そんなこんやで、ゆっくり絶景を楽しむ余裕がなかった

というのがホンネのところ。 

　上に記した苦難の上到着した徳欽なのだが、チベット

仏教の聖山・梅里雪山（平均海抜は 6000m 以上の 13 峰、

一番高いそびえるカゲボ峰は海抜 6740m）は、梅雨シー

ズンということもあって雲間からちらっとその稜線が望

めただけ。同行ガイドの話によると、昨年全貌が望めた

のは 17 本のツアー中一本だけとかなりの運が必要。また

楽しみにしていた明永氷河の乗馬トレッキングも、途中

の道が土砂崩れでバス通行が不可能ということでキャン

セルになって散々。シャクナゲや高山植物の花々が見ら

れたのがなんとか慰めに。なお、1991 年に雪崩大量遭難

があった京大・中国合同隊の慰霊碑へも立ち寄った。そ

の後登頂が禁止され現在に至っても未踏峰。 

○アルプスの可憐な花々 

　高山植物の宝庫といわれていて、訪問地のトレッキン

グ・ルート沿いで、シャクナゲ、プリムラ、リンドウ、

シオガマ、コリダリスなどが楽しめた。花名がほとんど

分からないものの、photo はたくさん撮ったので今回は

花だけのアルバムも作ろうかと構想中。なお今回は予備

のデジカメをもっていって正解でした。重量制限もあり

スーツケースを置いて軽いバッグだけで行ったチベット

自治区境界への 2 泊 3 日では、肝心のバッテリーチャー

ジャーを持ち忘れ。メイン機 IXY900IS の予備電池も使い

果たしたが、予備の IXY30a に切替え、なんとかしのげま

した。 

○そのほかの主な訪問地 

　まずは、広州白雲国際空港（2004 年にオープン、中国

南方航空の拠点）の巨大さ・立派さに腰を抜かしました。

まだまだ拡張工事中で 2009 年には倍の広さになるそう!!

　帰路にも乗り継ぎ宿泊のため市内に行ったが、やけに

道路交通がすっきりしているな～と思ったら、バイクが

流入禁止されたそうで一台も見かけなかった―法規制が

素早いというか、強権発動が恐ろしいほど。 

　麗江の古城周辺の観光地もなかなか味わいあってよか

った。ライトアップがあるというので夜に出かけたらも

うどこから湧き出てきたか？というほどの観光客の群れ!!

 景気のいい中国沿岸部諸都市からの来訪者がほとんどで、

さすが欧米からのお客は僅か。二十歳ぐらいのかわいい

現地のガイド（ナシ族の孫さん）は、若いのに日本語も

流暢で面白い話をたくさん披露してくれて素晴らしかっ

たこと(^0_0^) 

　シャングリラの属都湖・碧塔海では、外の大駐車場か

ら専用エコバスに乗り換え好きな区間をハイキングでき

るようになっておりたいへん便利。長いルート全体が新

しく整備された木道（5Km ぐらい）になっていて、環境

への配慮もなかなかのもの。 

　氷河乗馬トレッキングがキャンセルになって（相当な

悪路で落馬する人もいるそう、ヒヤヒヤもの）時間がで

きた徳欽では、少数民族さんの自由市場など見学。場内

で鶏を絞めたり、牛豚の解体をやっていたり、うちの娘

などはオェーとばかりに不気味がっていた。同地では他

に、チベット仏教の飛来寺・民家訪問、メコン川が眺望

できる高山植物ミニハイクなど。 

　シャングリラでは、超広大なナパ海での乗馬、松賛林

寺（雲南省最大のチベット仏教寺院、真っ暗な本堂内で

ラマ僧が食事している脇をぞろぞろ）見学、旧市街散策

など。 

　各都市では、街路の清掃人がたくさんいたり、歩道に

は小奇麗な分別ゴミ箱（リサイクルとその他のペアのも

の）が多く設置され、以前に比べるとかなり美化運動が

進みつつあるように見えた。ただ、あの唾吐きの悪習は

まだまだで傍でやられるとげんなり。また、田舎のトイ

レが惨憺たるものらしく、女性陣からは大不評（うちの

オクさんが今回止めた理由の一つでもあった）。 

○ホテル／食事 

　参加ツアーは阪急のクリスタル・ツアーというちょい

とグレードのアップしたものだったせいか、宿泊ホテル

は 5 つ星クラスでほとんど文句なし。カードキーは当然
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だし既に非接触ドアカードのところとか、部屋の TV で

NHK の日本語放送が視聴できるところがほとんど。ずい

ぶんと観光に力をいれてきていることが伺えます。 

　中華料理は連日となるとすぐ飽きることに加え、油か

ミルクか果物など生ものか？で食あたりしたせいもあっ

て食事にはよい印象はない。町の食堂など地べたで調理

していたりする現場を見てしまうとあまり食欲もわかず(-

_-;)、デザート定番の西瓜じゃなくて珍しくカップケーキ

がでたときは、中に○○が焼きこまれているのを発見し

たこともあった。同席者も含めて、次から次に出るお皿

の半分も食べられない料理がほとんどで（食材が何か分

からないせいもある）、もったいないなぁと思ったり、

食べ残しを片付けるのにテーブルの上にぶちまけのテー

ブルクロスをめくったビニールで包んでポイ!!を見たりす

ると、日本人の食感覚からはかけ離れている。なお初め

て知ったことだが、次々出してくれる取り皿や取り箸は、

日本内だけのもので、かの地では円卓上の皿から取って

直接口に運ぶのが当たり前だそう。加えて町の食堂あた

りでは、骨や食べカスをペッペッと床中に吐き出してい

てあの不様マナーには参ってしまう。なお、きちんとし

たレストランではそのような姿は見かけないので、中国

の方々は場所柄をわきまえているのか、民族によって異

なる習慣なのか不可解であった。 

○急速な発展と格差拡大 

　昆明花博・石林・桂林を訪ねた 99 年から 8 年たって再

訪したわけだが、生活・環境・経済の発展はすごいもの。

道路工事のお兄ちゃんや、少数民族のおばさんでも携帯

電話を使っていたり（チベット仏教のお坊さんでもモバ

イルだった）、街では最新ファッションのおしゃれな男

女が多くいたりする一方、地方と都市の生活格差が拡大

している現実など発展への過渡的課題が多そうである。 

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

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◇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】Part2：2007/6/1（金）-8/5（日）

10:00-17:00（火・金は 19:00 まで）

        ※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

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

早稲田大学創立 125 周年記念「吉村作治の早大エジプト

発掘 40 周年展」  

【日時】2007/7/31（火）-9/9（日）

　平日：9:00～17:00（入館は 16:30 まで）土日祝日：9:00

～18:00（入館は 17:30 まで） 

　休館日：2007/8/13（月）  

【会場】早稲田大学會津八一記念博物館 2 階常設展示室

　 

【対象】学生・教職員・一般 

【参加方法】要観覧料　

一般：1300 円（1100 円）、高・大生：1000 円（800 円）、

小中学生：800 円（500 円）

※（）内は前売り、20 名以上の団体料金。優待券は当日

料金より 100 円引き。

身体障害者手帳・精神障害者福祉手帳・療養手帳提示者

とその付き添いの方１名まで一律 500 円。

早稲田大学関係者（学内教職員）・シルバー手帳提示者

は 1100 円、

本学学生は学生証の提示で 800 円。前売り券のご購入に

ついてはこちらをご参照ください。  

ご参考 URL:http://www.egypt.co.jp/egypt40/tokyo.htm

 

企画展示「芭蕉・蕪村・一茶―雲英コレクションに見る

近世俳諧の美―」  

【日時】2007/8/27（月）-10/6（土）10:00-18:00　

※閉室日：日曜・祝日、9 月 1 日(土)、9 月 8 日(土)、9 月

15 日(土)  

【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 
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【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：早稲田大学文化推進部 TEL：03-5272-4

783

　　　　　協力：早稲田大学図書館、伊藤善隆氏、山下

好彦氏  

【詳細】 http://www.waseda.jp/cac/html/tenzi04.htm#

exhibition

─────────────────────────

第 4 回早稲田大学 理工最前線見学ツアー  

【日時】2007/7/25（水）見学会 15:00-17:00（集合：14:3

0）

　　　　懇親会 17:00～18:30  

【会場】集合場所：大久保キャンパス 55 号館 S 棟 2 階第

4 会議室

　　　　見学先：早稲田大学大久保キャンパス（熱工学

実験室、流体実験室、制御工学実験室、

　　　　工作実験室、材料実験室） 

【対象】学生・教職員・一般 

【参加方法】一般の方、見学ツアー： 無料、懇親会：3,

000 円

　　　　　　WISE 産学連携交流会会員の方、 全て無料

　

　　　　　　要事前申込み（申込みの詳細はご参考 URL

をご参照ください）

【問合せ】主催：早稲田大学理工学術院総合研究所産学

連携室

問合せ先：早稲田大学理工学総合研究センター産学連携

室（WISE 産学連携交流会事務局） 

担当：近藤、小暮 TEL：03-5286-3047　FAX：03-3200-9

886 

（E-mail: rise-liaison@list.waseda.jp）  

【詳細】 http://www.rise.waseda.ac.jp/liaison/event/20

07/0725/index.html 

連続シンポジウム「ジャーナリズム・マス・コミュニケ

ーション研究の最前線」

第 1 日目：第 1 部「社会党文書を開く－グローバル化時

代の社会運動の可能性」※予約不要

第 2 部「拉致資料と研究者のアクセス：プランゲ文庫、

旧満州における映画フィルム」※予約不要

第 2 日目：第 1 部 第 8 回 MAJESTｙ セミナー「科学技

術ジャーナリズムの現在：日本とアラブ」※要参加予約

（無料）

第 2 部　国際シンポジウム「ジャーナリズム、マスコミ

研究の現状と明日：日中韓共同シンポジウム」※予約不

要　  

【日時】2007/7/26（木）9:55-17:00、7/27（金）9:45-17:

10  

【会場】第 1 日目 7/26（木）：西早稲田キャンパス 3 号

館 2 階第 1 会議室

　　　　第 2 日目 7/27（金）：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・卒業生・研究者・ジャーナリスト・研究

所員・一般  

【参加方法】入場無料・第 1 日目・第 2 日目第 2 部：直

接会場へ　第 2 日目第 1 部：要事前申込み　

※第 2 日第 1 部の申込みの詳細に関しては、ご参考 URL

をご覧下さい。  

【問合せ】早稲田大学政治経済学術院  

【詳細】 http://www.waseda125th.com/ev_cal/02.html

「吉村作治の早大エジプト発掘 40 年展」開催記念講演会

第 1 部「古代エジプト文明の魅力」ザヒ・ハワス氏（エ

ジプト考古庁長官）

第 2 部「展覧会の見どころ」吉村作治氏（サイバー大学

学長・早稲田大学客員教授） 

【日時】2007/8/1(水）第１部 18:30-19:30　第 2 部 19:30-

20:00

【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・要事前申込み

※往復はがきに【「記念講演会聴講希望の旨」，住所，

氏名（ハガキ１枚に２名まで），

電話番号，返信欄あて名】を明記の上、下記問い合わせ

先にご応募ください。

申込み期限：2007/7/18（水）消印有効（応募者多数の場

合は抽選となります。

E メール・ FAX ・お電話でのご応募は受け付けておりま

せん。あらかじめご了承ください。） 

【問合せ】「吉村作治の早大エジプト発掘 40 年展」早稲

田事務局

〒169-0051 東京都新宿区西早稲田 2-4-26 エジプト考古

学ビル

【詳細】 http://www.egypt.co.jp/egypt40/tokyo.htm

「エジプト週間 講演会」

・ 2007/8/20（月）「テーベの都市空間」講演：中川武

氏（早稲田大学教授）

・ 2007/8/21（火）「古代エジプトの神々と宗教」講

演：菊地敬夫氏（サイバー大学准教授） 
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・ 2007/8/22（水）「王家の谷の発掘」講演：近藤二郎

氏（早稲田大学教授） 

・ 2007/8/23（木）「古代エジプト文明から学ぶもの」

講演：吉村作治氏（サイバー大学学長・早稲田大学客員

教授） 

・ 2007/8/24（金） 「太陽の船」講演：黒河内宏昌氏

（サイバー大学准教授）

【日時】各日 18:30-20:00 

【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

　　　　※乳幼児のご来場はご遠慮くださいますようお

願い致します。

【参加方法】入場無料・要事前申込み

※往復はがきに【聴講希望日(ハガキ１枚につき１講座)，

住所，氏名（ハガキ１枚に２名まで），

年齢，職業，電話番号，返信欄あて名】を明記の上、下

記問合わせ先にご応募ください。

申込み期限：2007/8/8（水）消印有効。

（応募者多数の場合は抽選となります。E メール・ FA

X ・お電話でのご応募は受け付けておりません。

あらかじめご了承ください。）

【問合せ】「吉村作治の早大エジプト発掘 40 年展」早稲

田事務局 

〒169-0051 東京都新宿区西早稲田 2-4-26 エジプト考古

学ビル

【詳細】 http://www.egypt.co.jp/egypt40/tokyo.htm
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事務局からお知らせ

───────────────────────── 

◇会報『さざんかの道 30 号』は現在追い込み編集・レ

イアウト中。7 月 28 日の役員会にて発送作業を行います

ので、それ以降順次皆さんのお手元に到着しますのでお

楽しみいただけましたら幸いです。

◇会ブログ

　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

◇会ブログ・本メルマガ運営協力者募集中

　PC、Web のスキルアップにぴったりです。やってみよ

う!!と思われる方はどうぞお気軽にお声を。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◇メールマガジン担当【いとう】　本号送信数 70

─────────────────────────

☆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

★本メルマガの配信は FreeML サービスを利用していま

すが、無料版であることの見返りの広告メールが多くな

るとか、使いにくいシステムなどにより、今後ロリポッ

プ（中稲が契約中のレンタルサーバ）に移行予定です。

テストの上、来月か来々月には変更予定です、皆さんの

方では特に変更処理は必要ないように進めます。

☆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 8 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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