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◇なかとう句会 ＜ 秋萌える ＞

─────────────────────────

　　　TOKYO へ！　台風コース　剛直球【狸の意味深翁】

　　　貝投げて　秋の音色を　波に聴く

　　　うすみどり　てのひらに秋　マスカット

　　　梨の肌　サクサクしずく　秋萌えて　　

　　　高麗妖し　千の紅姫　曼珠沙華

　　　サンマ道　焦げ目に薫りに　ワザがあり

　　　裸の去年　青き実ひしめく　枝垂れ柿

　　　たそがれや　朝まで呑もうか　白粧花と

　　　ひたすらに 目あわせたり 老愛犬　【シグ子】

　　　　※15 歳直前の愛犬ベルの体の調子がおかしくなっ

てきました

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◇夢魂（むたま）川柳 (31) 【家元 ひがし】

─────────────────────────

　　　ドタキャンを「あべキャン」と呼ぶ民哀し

　　　孫歩みキラキラ星が夜を照らす

　　　プルルンがボヨンベロンと変形し

　　　少年よ大志を捨てよとパソコンが

　　　米中で沸かす地球のサウナブロ

　　　ナンタッテモッタイナイハカクヘイキ

　　　泥かぶせ会社にシャワーも無いくせに

　　　あの人と来世も一緒は男だけ

　　　文化人ストレス溜れば原始人

　　　父の父の小さき山河に孫を遣り

　　　おまけ　旅カバン夢詰め出して情けなし

※第 3 巻夢魂（むたま）川柳集のお知らせ

このたび上記川柳集 500 句を私のカラー挿絵とともに上梓

しました。人生を歩む喜びと悲しみを分かち合いたく、お

申し込みお待ちしております。1,2,3 巻各 1,000 円です。

表紙・裏表紙画像を右上に掲載

※第 15 回翔ンデモ東の二度とコンサート御礼

9 月 1 日（土）六本木でのペアーディナーコンサートも皆様

のあたたかい空気の中に包まれ無事満員御礼で終ることが

出来ました。感謝！　来年は 9 月 6 日（土）サントリーで

す。更に修練を積みます。御期待下さい。

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

㈱東綜合設計事務所：東　直彦

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◇海外旅行の変わった話(67)＜海外の食事＞【市川孝二】

─────────────────────────

　外国ではその国の料理を食べますが，長くなると「御飯

類」も恋しくなります。ロンドンやパリなどでは高級な日

本料理店もりますが，無難なのは中華料理店です。ドイツ

などではメニューもドイツ語です。中には中国語のメニュ

ーもあって助かります。チャーハンはもっともポピュラー

なもので良く注文しました。

　ザルツブルグ音楽祭に参加した時のことです。有名な作

曲家と東大の教授と　三人で中華料理店に入りました。そ

の時「焼きソバ」を食べたいので，３人は考え込みまし

た。「柔らかい焼きソバ」と「堅焼きのソバ」と献立はど

のようになっているのかと。兎に角聞くことにしたが，対

話は上手くいきませんでした。では，二つを注文すること

にしました。　　

どうやら油で揚げた「堅い」方が「ベークドヌードル」

で，「柔らかい」方がフライドヌードル」との説明に３人

は納得しかねたのでした。お偉いお二方はドイツ語の隣に

ある英語の献立について議論し始めたのでした。私はどち

らでも良しの態度でした。とうやら，油で揚げたものが，

「フライド」でなくて「ベークド」で，柔らかい焼きソバ
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が・・・油で揚げてないのに「フライドヌードル」なので

お偉いさんは「分らぬものよと」不思議に思ったが食べま

した。

　さて，その３年くらい後に夫婦でウィーンに行き，荷物

はホテルに置いて列車で３泊のザルツブルグ旅行を行いま

した。ゲトライデ通りの傍にある，その中華料理店に行き

ました。家内にその時の「ベークド」「フライド」のこと

を話したのですが，家内は全く信じません。英文科出身の

家内は「貴方の勘違いです！」の一点張りです。旅先で夫

婦の諍いは避けたいのですが，おかしな状況になってしま

いました。二つとも注文して，持ってきたときにウエイタ

ーに確認しました。家内は文法の上では誠におかしいとブ

ツブツ言いながら食べていました。

　勝った・負けた・・・の問題はなく前の「体験」を頭か

ら否定されても困ります。多少の気まずい思いを味わいま

したが，堅焼き・柔らかの二つを分けて食べました。大人

のことです。旅先で喧嘩しても始まりません。ザルツブル

グの美しい景色が小さな事件を直ぐに忘れさせてくれまし

た。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◇田舎暮らし(56)＜ 網が破られた！ ＞【中野信吾】

─────────────────────────

　収穫の秋を迎えた。春先より山際の畑の作物を鹿の食害

より防ぐ目的で畑の周囲に網を張ったことは以前にも述べ

た。これで鹿の食害は減ったと思ったが、猪のほうは油断

できなかった。それでも網を張ってから動物の侵入はずう

っとなかったので安心していた。植えたサツマイモは順調

に成長していた。種蒔きしたゴマも実を付けだした。その

間の畑の草取り、周囲の土手の草刈りと繰り返し手入れを

してきた。8 月下旬、ニンニクの種を蒔く時期が来たので床

作りのために作業にとりかかろうとした。が、なんとなく

畑の状況が違うことに気付いた。虫がさわぐとでもいうの

か、そんな感じだった。

　そろそろサツマイモを掘ってみるかという矢先でもあっ

た。おとといまでは芋畑で普通の畑だったのが、現実に足

元にある畑はサツマイモのつるがひっくり返され、畑をほ

じくり返した無残な土の跡だけだった。やられた！全滅

だ。憤懣やるかたなし。動物はこちらの気持ちをよく理解

し、収穫される時期を読みとっているようだ。本当に利口

だ。 

　どこから侵入したのだろうか。ざっと見渡したところ破

られた跡は見当たらない。そこで細かく検証してみて分か

ったことは、地上より 30 センチぐらいのところに張った針

金が 3 箇所切断されていた。これは網の外へ逃れるために

体当たりで切断して網をかいくぐったと思われる。このと

きようやく侵入箇所が判明した。

　畑の周囲に掘られた排水溝の場所が一箇所だけ低くなっ

た所がある。そこをかいくぐり牙で網を破ったものであろ

う。穴が開いていた。それに鹿のように畑の中を運動場の

ように飛び回る（足跡を残す）ということがない。張った

網は地面に固定させるために、周囲から切り出した木材を

網の上に載せておいた。また、重い石を載せて補強もして

おいた。にもかかわらずだ。切られた針金は全部取り替え

て径 2 ミリの太さにした。また、針金間の間隔を 10 センチ

にして地上からの間隔を狭めることにした。 

　ここまでしても網が破られるということは、もっと他に

手を打つしか方法がないのか。網は一番安価な方法だ。そ

の上は金網か。効果があるというのは電気柵だ。これに切

り替えるとすれば相当の費用になるだろう。市役所の林務

課の鳥獣対策のマニュアルがようやく冊子化されて、「希

望者に配布します」という案内に早速飛びついた。しか

し、書かれている内容は今までいわれてきた内容をまとめ

たぐらいもので参考になるほどのものでない。行政として

もっと積極的な指導がほしいものである。鳥獣被害は農民

の耕作意欲を喪失させてしまう。里山に住めるなどという

美しい日本はどこにもない。放棄された農地はますます鳥

獣の天国になり、集落は過疎化が進み、環境悪化が進行し

てしまうのだろう。

　前回報告した子キツネに代わって、恐らく親だろうと思

われる大きなキツネが、家の前の塀に沿ってまっしぐらに

駆け抜けて、目の前を通り過ぎて大豆畑に飛び込んでいっ

た。人家密集のこの場所である。一瞬の出来事である。顔

が細長く、体形も敏捷さを備えた姿形だった。

昼日中、まさにキツネにつままれたとはこのことか。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◇辛口コラム(20) ＜自民党が野党だったときのこと＝あの

苦しみを党再生のバネにせよ＞【増山榮太郎】 

───────────────────────── 

◆党本部に閑古鳥が鳴く

　最近の新聞記事よると、民主党は政調会長名で霞ヶ関の

全官庁宛に法案提出の場合は各省庁の担当局長かそれに近

い人物を党本部に出頭させよ、という通達を出したとい

う。これまで法案説明のために来るのは、関係部局の係長

かせいぜい課長止まり、場合よっては要請されても無視し

たかもしれない。重要資料の提出も出し渋ったと思われ

る。ところが、今度の参院選大勝で意気上がる民主党、早

速霞ヶ関の全官僚に一発噛ましたと言うことかもしれな

い。
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　この記事を読んで、ふと、思い出したことがある。実は

同じことが過去にもあったからだ。

　そうだ、あれは今から 14 年前の 1993 年（平成５年）の

ことだ。同年７月の総選挙で自民党は過半数を大きく割り

込み、当時の宮沢喜一内閣は総辞職した。そして同年８

月、特別国会での首班指名で細川護 xx 日本新党代表を首班

とする非自民・非共産８党派の連立内閣が誕生した。自民

党は下野し完全野党に転落した。戦後を通じて 38 年間の自

民党一党支配の長期政権は、ここに終焉を告げた。また同

時に自社なれ合いの 55 年体制も終末を迎えたのだ。

　政権与党に長年慣れ親しんだ自民党議員にとって野党暮

らしは聞きしにまさる塗炭の苦しみだった。まず第一番の

ショックは、霞ヶ関の役人の対応が急によそよそしなった

ことだ。例えば、陳情団を引き連れて関係省庁に出向く

と、以前なら事務次官か、そうでなくとも局長クラスが出

て来て挨拶するので、議員連中は選挙民を前に大いに面目

を施したものだった。ところが、野党になったとたん見向

きもしなくなったと、当時ある議員がこぼしたものだ。

　そればかりではない。予算編成期になると、法案説明の

ため自民党本部の政調部会に各省庁の局長、課長が出向い

てくる。重要法案の場合は事務次官自らやってくる。一

方、族議員にとってはここが腕の見せどころ。選挙区にい

かにうまくカネや利権を引っ張って来るかで政治手腕が問

われる。しかも永田町の党本部にはバスで乗り付ける陳情

団で廊下までギッシリ、政調部会に出席する地元議員を拍

手や声援で送り出す。

　だが、自民党が下野したとたん、陳情団のバスは自民党

本部を素通りして小沢一郎率いる新生党（後の新進党）本

部へ。政調部会に来るのは各省庁の係長クラス。党本部は

閑古鳥が鳴く有様だった。

　そんな苦しみに耐え切れなくなった議員は自民党を一人

去り、二人去り、やがて大量離党に発展したのは周知の通

りである。

◆「憎さも憎し斉藤大蔵次官」

　そんな苦境ながら、自民党に踏みとどまって頑張る議員

たちもいた。だが、彼らにとって痛かったのは予算編成権

を連立与党の細川内閣に握られてしまったことだ。特に細

川政権の実質的実力者小沢一郎は、当時の大蔵省の事務次

官斉藤次郎と組み自民党を兵糧攻めにした。斉藤は、大蔵

省を小沢シフトさせ、細川内閣の財政政策に全面的に協力

した。

　当時、細川首相が記者会見で７％の国民福祉税（消費税

の一種）構想をブチ上げたのはこのときだった。背後に小

沢と斉藤が糸を引いていた。このことが祟り、自民党が与

党に復権するや、「憎さも憎し斉藤次官」とばかりに自民

党から目の敵にされ、退官後の天下り先まで封じられる始

末であった。当時、政調会長だった加藤紘一は「斉藤の息

のかかった大蔵官僚は一切入室禁止」とお触れを出すほど

だった。

　自民党が野党に転落した場合の劇的な展開はそれだけに

留まらない。政権復帰を目指す自民党はある意味で執念の

鬼と化していた。

　当時、細川首相の身辺に発生した献金疑惑（佐川急便か

らの借り入れ問題）に対して自民党は、党内に疑惑追及チ

ームを立ち上げ衆院予算委員会を中心に野中広務、亀井静

香などベテラン議員を立て徹底的に追及した。あまりの執

拗さに「お殿様総理」の細川も、遂に音をあげ政権掌握８

カ月にして内閣を放り出してしまった。

　当時の自民党の凄さは、それだけに留まらない。”水と

油”の社会党委員長村山富市を担いで総理大臣に擁立する

荒技をやってのけたのだ。奇想天外、ど肝を抜く展開で自

民党は遂に羽田政権を倒して 10 カ月ぶりに政権復帰を果た

したのだ。

◆執念の小沢を侮るな

　今、こんな昔話をするのも最近の自民党には危機感が欠

如していると思われるからだ。国会議員はいかに優れた識

見抱負があろうとも「与党議員になってなんぼ」という存

在なのだ。野党に転落すれば霞ヶ関の役人は見向きもしな

い。選挙区の支持者からも見放される。そんな地獄を見た

自民党議員も今や、数少なくなった。「細川退陣後に当選

した若手議員は自民党政権は永久に続くものと思ってい

る」と古参議員が嘆くのも分かる。若手議員ばかりでな

い。中堅議員も参院選惨敗の反省はそっちのけで組閣人事

や改造人事のたびに猟官運動に走り国民をあきれさせた。

遠藤農相のように入閣後僅か数日にして不正な政治資金問

題で辞任するというのも、与党慣れの緊張感欠如の最たる

ものであろう。

　安倍首相は９月 12 日、突如退陣し後継の新内閣がスター

トした。新内閣の重要課題が「テロ特措法案」の成立にあ

ることは変わりない。そのため小沢一郎民主党代表に協力

を呼びかける必要があるが、小沢代表はそう簡単に応じま

い。細川内閣を作り潰したの小沢だと言われている。その

意味では小沢ほど政権をめぐる”天国と地獄”を味わった

政治家はいない。小沢に対する批判に「政局優先で国益を

考えない」というのがある。恐らく小沢の反論は多分こう

だ。「国益を考えるのは政権を獲ってからだ」と。その意

味で自民党は小沢の政権獲得に賭ける執念を侮ってはなら

ない。

（執筆者＝増山榮太郎（政治ジャーナリスト）雑誌『カレ

ント』より転載）
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※「増さんの政治教室」

 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(56)＜山手トンネル（首都高・中央環状新宿

線）＞【 Lagoon 】

─────────────────────────

　今年 12 月に供用開始する山手通り地下（4 号新宿線～5

号池袋線の区間）首都高・中央環状線の工事現場を見学し

ました。本線と入出ランプ路がほぼ完成したタイミングで

あり、地下 30m は涼しくてけっこうでした。以下印象メ

モ、見学場所：中野長者橋入路～本町換気所を見学（8 月 2

1 日）

・首都高の中でも最長となる 11km もの地下道なので「山

手トンネル」と名づけてはやらせたい…当たり前すぎて、

わざわざ名称募集するほどのこともなかったのでは!?

・最高規格の防災安全施設だそうで、消火用の水噴霧設

備、多数の消火器・泡消火栓、全区間で携帯電話利用可能

などがウリのようだ。なかでも災害現場にたどり着くため

のバイクの用意なんかかなり実用的風。

・排気浄化設備（浮遊粒子、NO2 除去）は工場のような巨

大設備であった。外周り・内周り用で換気塔が二つあると

思い込んでいたら間違いで、一つの換気塔が二分割されて

いて外・内夫々を分けて排出するそうな。二つ設置されて

いたのは受持ち区間が違うだけであった。＜図書館なみの

静音＞という排気消音設備がご自慢のようだった。

・パンフレットには＜中央環状が全線開通すると渋滞減

少・走行時間短縮で CO2 を 40 万トン／年削減＞となって

いた。

　地球温暖化防止のための削減目標（2012 年に 1990 年比

6%減）にどれほど貢献するのか関心あったけど、あまりに

ケタが違う（2004 年度の二酸化炭素の総排出量 12 億 8600

万トン）のでギブアップ。実際には吸排気、照明など維持

管理にかなりの電力消費をするので、その分を差し引かな

いと適正な効果が出ない。

・建設費は全区間で 1 兆円ほど。このうち地上の山手通り

拡幅改修分に 3000 億ぐらいかかっている。ざっと 1m で 1

億円である。 

※当方ブログ http://titoh44.blog29.fc2.com/blog-entry-59

1.html より転載
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◇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

─────────────────────────

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】8/27（月）-10/6（土）10:00-18:00　

【会場】早稲田大学大隈記念タワー（西早稲田キャンパス 2

6 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：早稲田大学文化推進部 TEL：03-5272-4783

　　　協力：早稲田大学図書館、伊藤善隆氏、山下好彦氏

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

xhibition

早稲田大学創立 125 周年記念「演劇人 坪内逍遙」  

【日時】2007/10/1(月)-11/11(日)10:00-18:00

【会場】早稲田大学坪内博士記念演劇博物館 1 ・ 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

【URL】http://www.waseda.jp/enpaku/special/index.html

 

企画展示「現代演劇シリーズ　演劇企画集団ＴＨＥ・ＧＡ

ＺＩＲＡ２０年の軌跡―疾走するガジラ展」

【日時】PART1：2007/10/1(月)-2008/2/4(月)

　　　　PART2：2007/12/10(月)-2008/2/4(月)

【会場】早稲田大学坪内博士記念演劇博物館 3 階「現代」

コーナー（Part1）／1 階特別展示室（Part2）

【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

【URL】http://www.waseda.jp/enpaku/special/2007gazir

a.html

早稲田大学創立 125 周年記念「會津八一と早稲田大学」  

【日時】2007/10/1（月）-11/10（土）10:00-17:00（日曜・

祝日休館）ただし、10 月 21 日、11 月 3 日、11 月 4 日は開

館 

【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】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 

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

ILO 早稲田大学共同国際シンポジウム

“グローバル競争下における非典型雇用の未来：日欧比較

の観点から”（同時通訳付）  
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【日時】2007/9/27（木）13:30-17:30  

【会場】西早稲田キャンパス 8 号館 B101  

【対象】学生・教職員・一般 

【参加方法】入場無料・要事前申込み※参加ご希望の方

は、FAX:03-5467-2700、または電子メール E-mail: ilo-tokyo

@ilotokyo.jp で、お名前、ご所属、連絡先を明記の上、9 月

25 日までにお申し込みください。  

【問合わせ】主催：早稲田大学労働問題研究会／ILO 駐日事

務所

【URL】http://www.ilo.org/public/japanese/region/asro/

tokyo/conf/2007waseda.htm

現代演劇シリーズ　演劇企画集団 THE･GAZIRA20 年の軌跡

―疾走するガジラ展　関連対談「演劇的日常」

講師：鐘下辰男氏（ＴＨＥ・ガジラ主宰）・宮沢章夫氏

（遊園地再生事業団主宰）  

【日時】2007/10/5(金)16:20-17:50（開場は 30 分前）  

【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  

【URL】http://www.waseda.jp/enpaku/event/index.html

早稲田大学創立 125 周年記念シンポジウム「子どもの未来

と大学」

（同時開催：中学・高校生のための研究室体験）  

【日時】2007/10/13（土）

第一部：「子ども・生活・学校」を考える　9:30～12:30

第二部：私たちの未来と教育　13：20～16：30  

【会場】早稲田大学国際会議場井深大記念ホール 

【対象】中学生・高校生・大学生・教職員・一般 

【参加方法】参加費無料・事前予約優先（「中学・高校生

のための研究室体験」

は事前予約のみ。参加者多数の場合は抽選となります。）

※申込み方法の詳細はご参考 URL をご参照ください。　  

【問合せ】主催：早稲田大学教育・総合科学学術院

【URL】http://www.waseda125-edusympo.net/

早稲田大学アジア研究機構　第 2 回国際シンポジウム

「東アジア共同体をめざして」－発展と協調の新地域形成

のために－

基調講演：韓昇洙氏（元国連総会議長）

記念講演：エズラ F. ボーゲル氏（ハーバード大学名誉教

授）  

【日時】2007/10/15（月）-16 日（火）10:00-18:00（予定）

 

【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

【URL】http://www.waseda.jp/asianstudies/event/
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事務局からお知らせ　　　　　　　　　　　配信数 70

───────────────────────── 

★母校稲門祭へご参加ください。10 月 20～21 日

20 日（土曜）：ホームカミング、稲門祭（キャンパス内、

大隈庭園などで音楽祭含むたくさんのイベント。福引抽選

会）

21 日（日曜）：125 周年記念式典、稲門祭（主に音楽祭）

【URL】http://www.waseda.jp/alumni/tomonsai/

【主な目玉等】9/18 準備会からの報告

・ 20 日講演会：政局不安定ながら、宮崎県知事、瀬古、渡

辺監督はおさえているが、政治家は参加未確定部分あり

・福引景品：自動車 4 台が当たります。(ﾍﾞﾝﾂ､ｷｭｰﾌﾞ､ﾌｨｯﾄな

ど)

中野稲門会からは＜ふるさと賞＞として薬師煎餅を提供し

ます。

★9/22 125 記念江戸川稲門会創立 75 周年記念行事

　於：船堀駅前 ﾀﾜｰﾎｰﾙ船堀

　第一部 対談：篠田正浩 氏 と 瀬古利彦 氏 (司会: 露木

茂 氏)

　第二部 ｺﾝｻｰﾄ:江戸川ｷﾞﾀｰﾏﾝﾄﾞﾘﾝｸﾗﾌﾞ

★10/26 江東稲門会ﾁｬﾘﾃｨ･ｺﾝｻｰﾄ:125 記念ﾎﾞﾆｰｼﾞｬｯｸｽふれあ

いｺﾝｻｰﾄ

　亀戸ｱﾝﾌｪﾘｼｵﾝ（旧東京平安閣）ﾃﾞｨﾅｰ、懇親、ｽﾃｰｼﾞ、福

引など

★11/5 総長杯ｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟ：本会ゴルフ部会が窓口で参加を募

ります

☆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。

次号は 2007 年 10 月 20 日配信予定〔前日に原稿〆〕　

◇中野稲門会ブログ

 http://wnakano.blog76.fc2.com/

◇投稿、お問合せ http://form1.fc2.com/form/?id=119778

◇過去の中稲メルマガ

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

★配信停止・メールアドレス変更

　http://wnakano.moo.jp/guide.html

━━━━━━━━━━━━━メルマガ担当【いとう】━━


