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◇なかとう句会 ＜ 掌に秋 ＞

─────────────────────────

金木犀　薫りが満ちる　夜明け前　   【狸の意味深翁】

パステルの　コスモス揺れて　隠恋慕

秋うらら　アールグレイに　銀の匙

夢二の女　うす紅酔ひの　花芙蓉

十国峠　富士にあしらふ　ススキの穂

茜空　波うつススキ　金の海

夢の秋　藍シャドウした　紫式部と

リーン凛と　虫の音冴えて　秋が澄む

可愛いやな　ひらく掌　姫林檎

人肌の　秋がほしくて　オデン屋へ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◇夢魂（むたま）川柳 (32) 【家元 ひがし】

─────────────────────────

　　　円天も安部も買ったの皆良民

　　　死生観ピンピンコロリは今のうち　

　　　妖精の命短かし センター街

　　　衆参のネジレ鉢巻き何担ぐ

　　　温暖蚊 秋までキンチョー続きかな

　　　見も知らぬ悪人たむろす　ネット虚無

　　　女の姿見 男の沽券

　　　情報に目隠しされて 前見えず

　　　秋フカシ芋で 何かを又蒸かし

　　　ドングリヲオイケニハメタノウチノマゴ

※第 3 巻夢魂（むたま）川柳集のお知らせ

　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。人生を共に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。

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(68)＜ウィーンの大晦日①＞【市川

孝二】

─────────────────────────

　私は早稲田の学生時代から NHK 交響楽団の会員です。た

だし，地方に勤務していたときには行かれないので，休ん

でいました。東京に戻り復活しました。会員に配布される

「フィールハーモニー誌」の中でコンナ記事を読みました。

ウィーンのではシュトラウス関系の音楽とペートーベンの

第九（合唱）で，年が開けると。

　つまり午前 11 時 15 分から全世界に中継される「ニュー

イヤー・コンサート」と午後８時からベートーベンの第九

交響曲（合唱）でその年がスタートするのです。書いた人

はドイツ人の指揮者でした。子供時代は軍国時代で軍歌を

歌い正式な音感教育は受けていませんでした。近くの人に

勧められてベートーベンの第九（合唱）を歌うことにしま

した。この訳は，中野ゼロ・ホール開館記念として，中野

区交響楽団と中野区の区民の合唱団が第九を演奏したので

した。（私のメモには 93 年 11 月 28 日）合唱は 14 ヶ月も

練習したのでした。

　さて，ウィーンには十数回行っています。パリ・ロンド

ンほど大きくなくて，且つ割合に安全な都市です。また，

音楽・美術館など文化の香りも高くて好きな都市だからで

す。夫婦でお互いに忙しかったので，年末年始の休みをこ

の都市で骨休めをすることに決めていました。私はオペラ

が好きです。本場の国立歌劇場やフォルクス・オパーの喜

歌劇や美術史美術館などにも行くことが出来ます。音楽と

美術館と良い都市です。オーストリーは以前には広大な国

土を保っていましたが，第一次・第二次世界大戦の後は国

土は狭くなってしまいました。その代わり文化の香りの高

い国となりました。

　この都市では，大晦日の夜にはウィーン国立歌劇場でヨ

ハン・シュトラウスの喜歌劇「こうもり」を上演する“し

きたり“になっています。オペレッタ専門の「フォルク

ス・オパー」でも「こうもり」をやっています。正しく言

えば大晦日と元旦の両日とも「こうもり」を上演します。

その大晦日の夜に国立歌劇場から出て，エスカレーターを

下り地下街経由でホテルに戻る時のことです。私の脇をエ

スカレーターで追い越した女の人が，「こうもり」の有名

なメロディーを口笛で上手く吹きながら追い越して降りま

した。地下街に着いて、チラリと私の顔を振り返って見な

がらウインクしていました。【私、知っているのよ，たっ

た今あなた、「こうもり」を観てきたのでしよう・・】と。

恐れ入りました。その通りでした。これがウィーンなので

した。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◇田舎暮らし(57)＜ 台風 9 号後始末 ＞【中野信吾】

─────────────────────────

 台風 9 号の記録的な豪雨は当地のごく狭い地域に大きな被

害をもたらした。南東の風に運ばれてきた雨は南斜面に開

けた沢に集中的に降り注いだ。関東山地の山梨県境から妙

義・軽井沢にかけての山地は至る所でがけ崩れが発生し、

道路は豪雨でえぐられた。群馬の県境に近い初谷温泉はな

んと 640 ミリの雨を記録した。群馬県の南部、南牧村は道

路が寸断されて数日間孤立した。我が家は地形的に佐久平

の縁に位置するが、関東山地の長野県側になるために当然

豪雨の余波をこうむった。雨の被害は不思議なことに山間

部が大で、平野部の方は多少の被害はあるもののそれほど
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でもなかった。

　集落の中を流れる用水路はあふれ、用水路に沿った家は

軒並み床下浸水の被害にあった。用水路を普段流れる水量

は台風が来るために取水口で止めてある。しかし、山や平

坦部から流れ込む雨水の量が異常に多く、土嚢を積んでも

効果はあまり期待するほどのものではなかったようだ。手

が足りないから手伝って欲しいと要請され、土嚢の後片付

けに駆り出された。水を含んだ土嚢は石の重さ。短時間で

積んだときよりも、後片付けに時間がかかった。浸水のも

う一つの要因は、道路の側溝も今回は用をなさなかったと

いうことで、急遽側溝の蓋を取り、詰まった土砂を取り除

く作業に追われた。台風が去ってしばらくの間、お互いの

挨拶は「お宅は被害があったかい？」が飛び交った。

　沢の流れは日頃はあるかなしかの状態だが、これほどの

集中豪雨では沢が氾濫し、濁流となって周囲をえぐり、す

さまじい流れに変わる。山道は川の流れに急変してしまう。

我が家の山際にある畑は、一方が沢に面していてちょうど

この状態に直面しているために、あふれた川の水が畑に浸

入し一部の土砂を流してしまった。水が引けた流路は、大

量に小石が残され、畑の中にこんなにあったのかと変に感

心した。これでは耕運機をかけても機械がはねてしまい刃

が壊れてしまう。目下、台風の後始末のために石を拾い、

元の畑に戻す作業に明け暮れている。

　近所の共同作業をしたとき、参加したのは 4 人。上は 80

歳から下は 67 歳、平均 74。他に助っ人がいるかといえばい

ない。60 歳代の人は 65 歳まで嘱託で働く人を一人除けばい

ない。50 歳代ではまだ勤めている人が若干いるが、農業を

専業としてはいない。結局、家にいる人が 4 人集まって共

同作業をしたということ。若い働き手はいない。だから、

何時まで経っても集落の運営は年寄りに任せられ、世代の

交代が停滞したままだ。年寄りの集落は活気を失い、衰退

していくのではないか。

　「限界集落」という聞きなれない言葉が信濃毎日新聞に

掲載されていた。65 歳以上の高齢者が半数を超えた集落を

いうそうだ。まさにわが集落はその真っ只中にいることに

なる。過疎化は見慣れた景観を喪失させていく。山の手入

れができなくなり、耕作地の荒廃が進む。年寄りが多くな

り後継者不足を招く。集落の伝統文化や芸能がなくなって

いくなど、どれもこれもみんな当てはまってくる。台風の

後始末をしながら、里山の原風景を維持させることや田畑

を荒廃させないための課題をいただいた。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◇辛口コラム(21) ＜徘徊する 320 という名の妖怪＝進むも

地獄、退くも地獄の与党＞【増山榮太郎】 （敬称略）

───────────────────────── 

「320 という名の妖怪が徘徊している」。　そんな声が永田

町で囁かれている。320 とは衆院定数 480 議席の３分の２の

数字に相当するが、衆参逆転の国会ねじれ現象でにわかに

脚光を浴びている。野党優勢の参院に対抗する手段として

「３分の２条項」を発動すれば、参院で否決された法案で

も衆院の３分の２以上の自公票で再議決、成立させること

ができる。政府与党にとって唯一の命綱だが、そう簡単に

発動できない。しかも解散総選挙に訴えれば、この命綱さ

え失いかねない。まさに進むも地獄、退くも地獄と言える。

◆試金石は対テロ新法案

　福田康夫内閣の最大の課題は、臨時国会でインド洋上で

の海上自衛隊の給油活動継続を目指す「対テロ新法案」の

成立にある。首相は「あれ（給油活動）を何とか続けた

い」（10 日の記者会見）と新法案成立に並々ならならぬ決

意を表明した。だが、参院は民主党を中心に野党勢力が過

半数を占める。野党は同法廃案を目指し結束している。当

然参院で同法案は否決される。「ならば３分の２条項を発

動すればよい」という声が与党内にある。確かに憲法 59 条

によれば参院で否決された議案（予算と条約案件を除く）

は衆院での出席議員３分の２以上の賛成多数で再議決すれ

ば成立する。自公連立の現有勢力は 336 議席、優に３分の

２を超える。従って同法案が３分の２条項の試金石になる

はずだが、そうは問屋は卸さない。公明党に慎重意見が強

い。前国会での強行採決が参院選の敗因になったと見てい

るからだ。さらに重要なことは新法案を強行採決すれば野

党は参院で福田首相問責決議案で対抗する。参院で問責決

議案が議決されれば以後国会審議はストップしかねない。

政局は一段と緊迫するが、いくつかの事例を筆者なりにシ

ミュレーションしてみたい。

◆流れは政界再編成、大連立か

【シナリオ 1】　延長国会の会期中に正攻法通り参院での否

決を待って衆院で再議決、成立させる。国会は混乱するが、

場合によっては政府与党は局面打開のため解散総選挙に訴

える。

【シナリオ 2】　福田首相が政治混乱の責任を負い退陣する。

かつて竹下登内閣がリクルート問題で窮地に陥った際首相

退陣と引き替えに消費税法案を成立させた先例がある。

【シナリオ 3】　粘り強く野党説得を続ける。その間に世論

の動向を見定める。幸い福田首相の低姿勢が効を奏し、内

閣支持率も 59.1％と歴代内閣に比較しても高位置にある
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（読売 10 日付）。また給油活動継続についても賛成４９％、

反対３７％と賛成が上回っている（同紙）。政府与党内で

は賛成が６０％を越えた段階で「３分の２条項」を発動さ

せるべきだとの声が強まってる。その場合は今国会会期中

にとらわれず次期通常国会での成立も視野に入れる。

　だが、いずれの場合でもねじれのカベが立ちはだかる。

ならば局面打開のため解散総選挙に訴えることも可能だが、

必ずしも成算があるとは限らない。最悪の場合敗退し自公

は政権を失い下野することもあり得る。また仮に自公が過

半数を維持し得たとしたとしても小泉ブームの再現は期待

できない。つまり自公合わせても 320 議席を割る可能性さ

えある。そうなれば折角の命綱も失う。事態は現状より一

層悪くなる。

　もちろん民主党が政権を獲れば、れじれは解消する。だ

が、現段階ではその可能性はそう大きくない。つまり国会

の異常事態は今後６年間、ヘタをすれば９年間も続くこと

になる。進むも地獄、退くも地獄である。この閉塞状況は

日本の政党政治にとって不幸であるばかりでなく、国民生

活にとっても深刻な打撃を与えかねない。結局、今後の世

論の流れから見れば、政局は解散総選挙を契機に政界再編

成、さらに「大連合」へと大きく動くものと考えられる。

（執筆者・増山榮太郎　時事通信社「金融財政」所載）

※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(57)＜図書館より大きいメガ書店、コーチャ

ンフォー＞【 Lagoon 】

─────────────────────────

　テレビ東京 WBS をみていたら、全国最大規模の書店複合

店コーチャンフォー（北海道内 3 店）が紹介されていて度

肝を抜かれた。 

　＜札幌のミュンヘン大橋店の売り場面積は 7600 平方メー

トル。100 万冊の書籍を取り扱う。また、併設のミスタード

ーナツは世界最大の店舗面積と座席数を誇る。札幌美しが

丘店は 60 万冊、釧路店は 50 万冊の書籍を取り扱っている

…はてなダイアリーより＞だそうで、100 万点といえば、例

えば 23 区図書館蔵書のトップスリー…足立中央 58 万点、

杉並中央 55 万点、中野中央 49 万点（Ref.東京図書館制覇！

蔵書数（図書）ランキング）と比較しても、いかに巨大か

想像不能なほど。ちょうど中野区 8 館の総蔵書 98 万点と同

規模の書籍が 1 フロアーに配架されているようなもので、

一度訪ねてみたいものだ。

　全国書店数の減少は続いているものの、このような大型

書店の進出で書店売り場面積自体は増加しているそうな。

それにしても身近な書店がなくなるのは困ったもので、ロ

ングテールものは Amazon に任せれば中小の存立は可能だ

と思うが。 

"コーチャンフォー"ってヘンなネーミングだが、「Coach a

nd Four」（4 頭立て馬車）の意で、本・文具・音楽・カフ

ェ（ミスタードーナツ）の 4 ショップ構成から由来してい

るようだ。

※ http://titoh44.blog29.fc2.com/blog-entry-632.html 

より転載

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◇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

─────────────────────────

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)10:00-17:00（火・金は 19:0

0 まで）

【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/2007shoyo.

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)

【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）

【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

　　　　　協力：演劇企画集団ＴＨＥガジラ・（有）オフ

ィスコットーネ 　 

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

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　 
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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】早稲田大学會津八一記念博物館 

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

早稲田大学 125 周年記念「角田柳作展　―日米の架け橋と

なった"Sensei"― 」  

【日時】 2007/10/20（土）-11/30（金）10:00-18:00 ※閉

室日：日曜・祝日、10/21(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】 主催：早稲田大学・コロンビア大学  

           問合せ：早稲田大学中央図書館特別資料室　TE

L：03-5286-1651  

【URL】http://www.wul.waseda.ac.jp/TENJI/tsunoda/ind

ex-j.htm

講演会「イタリアの記念碑について」

講師：竹山博英氏（立命館大学教授）  

【日時】2007/10/22（月）15:30-18:00  

【会場】戸山キャンパス 39 号館第 7 会議室 

【対象】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】早稲田大学文学学術院  

研究推進部主催　早稲田大学創立 125 周年記念シンポジウ

ム・理工学部創設 100 周年記念シンポジウム

「半導体・ナノエレクトロニクス～技術立国日本のこれか

ら～」※同時通訳あり

同時開催:「早稲田大学における最先端研究」パネル展示  

【日時】 2007/10/23（火）9:30-17:30  

【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・要事前申込み　※申込みの詳細は

ご参考 URL をご覧下さい。

申込み締切り：10 月 19 日（金）  

【問合せ】主催：早稲田大学研究推進部

共催：早稲田大学国際研究推進本部、早稲田大学理工学術

院 

問合せ：早稲田大学研究推進部 125 周年シンポジウム事務

局　電話:03-5272-4637　FAX:03-5286-8380

　　　　　        E-mail: 125-rps@list.waseda.jp  

【URL】http://www.waseda.jp/rps/125/index.html

講演会「『アンキュルト（無教養）』誌　文芸誌というジ

ャンルの刷新」

講師：ジェローム・シュミット氏（小説家、「アンキュル

ト」誌編集長）  

【日時】 2007/10/23（火）18:00-20:00  

【会場】 戸山キャンパス 39 号館第 7 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】 早稲田大学文学学術院 

早稲田大学創立 125 周年記念シンポジウム『２１世紀のア

ジアと日本』アジア学生フォーラム  

【日時】 2007/10/25（木）13:00-18:10  

【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】 早稲田大学社会科学総合学術院

TEL：03-3203-2597　E-mail: 125symposium@list.waseda.jp

 【URL】 http://www.waseda125th.com/ev_cal/13.html

特別支援教育講演会 －特別支援教育の実際－

第１回「特別支援教育のこれまでとこれから」（連続 5 回

講演）　　　　　　　　　　　　　  

【日時】 2007/10/27（土）13:00-16:00  

【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・要事前申込（定員 60 名）

※詳細はご参考 URL をご覧下さい。今回の第１回について

は、残席があれば当日受付もいたします。  

【問合せ】 早稲田大学教育総合研究所

TEL：03-5286-3838　E-mail:IASE@list.waseda.jp 

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

創立１２５周年記念・公共経営研究科シンポジウム「～地

域自立とマニフェスト～」  

【日時】 2007/10/27（土）13:00～17:00（12:30 開場）  

【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（定員：250 名） ※

メールまたは FAX による事前申込み制。

申込みの詳細はご参考 URL をご覧下さい。申込み締切り：

10 月 25 日（木）  

【問合せ】 主催：早稲田大学大学院公共経営研究科、早稲

田大学マニフェスト研究所
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後援：ローカル・マニフェスト推進首長連盟、ローカル・

マニフェスト推進地方議員連盟

協力：日本インターネット新聞社  

【URL】http://www.waseda.jp/seikei/osp/125/osp-125.ht

ml

公開シンポジウム「学校を支え、動かす学校管理職の力と

は何か」　　　　　　　　　　　　　  

【日時】 2007/10/27（土）13:30-16:30  

【会場】 早稲田大学国際会議場 3 階第 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：早稲田大学教育総合研究所　C-1 部会

（研究代表：白石裕）

問合せ：早稲田大学教育学部教育学専修　助手　白川優治

TEL：03-5286-1488  E-mail:y-shirakawa@aoni.waseda.jp 

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

第 6 回ＭＢＡネットワークフェア  

【日時】2007/10/28（日）12:30-17:00（受付開始 12:00）  

【会場】日本大学大学院グローバル・ビジネス研究科

　　　　〒102-8275 東京都千代田区九段南四丁目 8 番 24 号

 【対象】学生・教職員・一般 

【参加方法】入場無料・要事前申込（定員 100 名）※詳細

はご参考 URL をご覧下さい。

・参加希望者はお名前を明記の上、E-mail にて下記アドレ

スまでお申し込みください。

・件名は「第 6 回ＭＢＡネットワークフェア・申込み」と

記載してください。　　E-mail: gsaps@list.waseda.jp 

※申し込み期限：2007/10/24（水）  

【問合せ】主催：日本大学大学院グローバル・ビジネス研

究科

TEL:03-5286-3877 FAX:03-5272-4533 

【URL】http://www.waseda.jp/wbs/news/news070821_jp.

html

早稲田大学創立 125 周年記念シンポジウム

「角田柳作―日米の架け橋となった“Sensei”―」  

【日時】 2007/10/30（火）10:00-17:00  

【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・直接会場へ  

【問合せ】 主催：早稲田大学・コロンビア大学

協賛：(株)サイマル・インターナショナル

問合せ：早稲田大学中央図書館特別資料室　TEL：03-5286-

1651 

【URL】http://www.wul.waseda.ac.jp/TENJI/tsunoda/sy

mposium-j.htm

早稲田大学創立 125 周年記念シンポジウム

「ビジネスを変える、社会が変わる～ザ・ボディショップ

が創る「キレイ」な世界～」　  

【日時】 2007/10/30（火）16:30-18:00

【会場】 早稲田大学大隈小講堂（大隈講堂地下 1 階）  

【対象】 学生・教職員・一般 

【参加方法】 入場無料・要事前申込み

［募集人数］300 名（先着順） [募集期間]2007/10/17(水)ま

で

※申込みの詳細はご参考 URL をご覧下さい。　  

【問合せ】 主催：早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセ

ンター

ザ・ボディショップジャパン（株式会社イオンフォレス

ト）   

【URL】http://www.the-body-shop.co.jp/csr-seminar/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

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。【本日および明日】

20 日（土曜）：ﾎｰﾑｶﾐﾝｸﾞ・音楽祭・福引など～

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

m

21 日（日曜）：創立記念イベント：式典・音楽祭・ｷｬﾝﾊﾟｽﾂ

ｱｰなど～

【URL】http://www.waseda125th.com/1021/

福引賞品＜ふるさと賞＞として、中野稲門会からはとして

薬師煎餅を提供します。

☆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 11 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/blo

g-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】━━


