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◇なかとう句会 ＜ 落ち葉舞う ＞

─────────────────────────

黄落を　舞台にピアノ　コンツェルト 【狸の意味深翁】

木の葉舞ふ　金色の音　跳ねはじけ

冬物語　始まるごとし　プラタナス

夕焼けを　キャンバスにして　紅葉燃ゆ

天城の夜　露天湯ひたり　紅葉酒

ボジョレ秋　ワイン片手に　牡蠣すする

胴鍋に　ごろりグラマー　さつま芋

燗酒や　鍋のはんぺん　フワリ浮き

秋暮れて　香る温もり　カレー鍋

それなりの冬支度なり神無月　【シグ子】

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◇夢魂（むたま）川柳 (33) 【家元 ひがし】

─────────────────────────

　　　ド忘れし　レミファソ忘れ 死も忘れ

　　　傷つけず終る日は無し ひと様を

　　　女にはなりたくないと立小便

　　　話しべた　やっと話して 語尾上り

　　　民歩む平和と戦さのメビウスの輪

　　　暗き日はチョイワルテレビも少し見る

　　　不都合な真実ばかり紙面埋め

　　　不幸せも中位かなオラは呆き

　　　逆上り教えた子供も子を叱咤

　　　おちゃっぴい苦労を重ね良き姑婆

☆オペラ・アリアコンサートの会へのお誘い

　12 月 15 日（土）午後 6：30 よりサントリー小ホールでの

「ありどおろの会」で終りの頃私も 3 曲カンツォーネを歌

います。是非来ていただきたいので御連絡下さい。（3,000

円ですが・・・）

☆御来場御礼

　東京駅地下ギャラリーでの建築作品写真展はそのまま来

年ミラノに行くそうです。御来場下さった方々に心から感

謝申し上げます。

☆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(69)＜ウィーンの大晦日②＞【市川

孝二】

─────────────────────────

　ウィーンでの年末年始は 10 回でした。ある友達は何故同

じ処にいくのか？不思議がっています。「私なら別の場所

にいくのに…」と。好きな都市なのです。ただそれだけ。

第九（合唱）を長く練習していた時，合唱指導の先生は外

国では「合唱の人たちは和気藹々に入場する。日本の場合

は堅苦しく、そんな雰囲気ではない」と話したことを記憶

しています。前回，ウィーンでの新年はシュトラウス関係

の音楽とベートーベンの第九（合唱）て幕が開くと記しま

した。では…と，昼間のニューイヤーの後に“コンツェル

トハウス”で、ウィーン交響楽団の「第九」に行くことに

しました。その時分は「インペリアルホテル・ウィーン」

を定宿にしていました。その時のことです。私たちの部屋

は 200 番台の部屋で 4 階です。ちなみに，ヨーロッパでは 1

階はフロントで客室は 2 階からです。

　ハプスブルグ家の迎賓館しとて建てられた，このホテル

は 2 階は会議室で，100 番台の部屋は 3 階です。101 号室は

貴賓室でエリザベス女王や王侯貴族が使います。女王はこ

の貴賓室のバルコニーから手を振り、リング通りに集まっ

た観衆に挨拶したそうです。私の部屋は 200 番台で 4 階で

す。ここで元旦の午後 7 時頃エレベーターを待っていまし

た。上から降りてきて二人は乗りました。しかし，動きま

せん。5 階か 6 階から乗った長身の男の人が黙って私たちを

ただ眺めています。何も言いません。二つあるエレベータ

ーのうち旧式のものでした。入って中の扉を閉めないと動

かないことは知っていましたが，その時は忘れていたので

した。気づいて内扉を閉めたら下におり始めました。

　その男の人はフロントの前を早足で駈け抜けたところ，

フロントのスタツフは【マエストロ！】と呼び止めました。

二人であの人「マエストロさん」って、良い名前だな

ぁ・・・なんて話しながら歩いていると、その男の人は足

早に私達を追い抜き歩いて行きました。あの人「もしかし

て、第九に行くのかなぁ」「一人だけか」上の階はシング

ルルームだしなどと話しながら歩く間に、彼は赤信号を無

視して長い横断歩道を足早にスタスタ行きました。初めて

の会場で外套・防寒帽を預けて 2 階のコンサート会場に入

り自分たちの座席を確認しました。中央の一番前の席でし

た。合唱の人たちは「なごやかに」入りました。

　指揮者が入ってきました。なんと「マエストロ！」と呼

び止められ、私たちを追い抜いて赤信号なのに闊歩した人
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は、第九の指揮者でした。家内は右手で私の左腿を突きま

す。私も合図がなくても「わかり」ます。左の手で家内に

サインを送り返しました。第九の「はじまり」は静かに始

まります。

　ウィーンでの最初の「第九」はこんな変わった体験から

でした。指揮者の名前はラファエル・ブルゴスさんでした。

又、ホテルの旧式のエレベーターは次の年には新しくなっ

ていました。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◇田舎暮らし(58)＜ 国道 254 ＞【中野信吾】

─────────────────────────

　この欄で高速道でない家の前を通る国道 254（Ｒ254）に

ついては何度かふれてきた。上信越道の開通によって、東

京までの時間距離が短縮され大変便利になった。高速道の

佐久・下仁田間で軽井沢経由は高度差があるため、佐久地

方から見ると迂回路になり距離も長くなる。経済的にもマ

イナス面がちらつく。同様に中山道(R18)も類似的なところ

がある。Ｒ254 は下仁田から佐久へ距離的に短く、近畿・関

西方面へ通じるバイパス的な役割を果たしている。物資の

流通が盛んになるにつれて大型のトラックなどの通行量が

増えている。１日平均約 7,000 台だという。この光景を見て

「トラック街道」と言っている人もいる。交通事故も多発

し、大型のトラックが通るたびに家がゆれ、音がすごいた

めに引っ越した人もでている。2 年前に人家の多いところを

迂回させて開通したバイパスは、かえって直線となり、そ

のお陰で騒音や交通量から開放された旧道の人たちは「今

までがうそのようだ、昔に戻った」と静かになった環境に

喜びを表している。 

　R254 が地域の生活道路から全国区の経済道路に変わって

きたために、静かだった山間部は１日中騒音に悩まされる

はめになった。このあいだ台風９号のとき峠の県境が豪雨

のために通行止めになったときは、家の前のバイパスに大

型のトラックが数珠繋ぎになって賑やかだったという。道

路沿いにあるコンビニに食料を求めて運転手が集まったた

めに、食料品はたちまち底をついた。道の整備はできても

道路の施設には手が回らないという欠陥をさらけだした。R

254 の道の駅として近くは隣の群馬県側に「しもにた」と R

142 の「ホットパーク浅科」があるぐらいだ。峠へ上る前に

どこか一つぐらい通行者が利用できる施設があってもよい

のではなかろうか。人の集まる場所を作ることは、経済的

に費用もかかると思うが、地域活性化のためにも住民の意

識に変化が現れてくるようになるのではないだろうか。 

　地域に特産物があればそれにこしたことはない。その場

所を拠点にして発展させていけばよいだろう。“地産地

消”でときどき耳にするジビエ(gibier)料理でも提供できれ

ば最高によいかもしれない。また、地域の名物佐久鯉の料

理など定番に加えても良いかも。あるいは新しく特産にな

るものを考え出して加えるのも大切だ。いずれにしても中

心になるのは人が積極的に楽しく参加できる環境を作るこ

とかもしれない。全国的に「コスモス街道」として知られ

るようになったのも、やはり地域の老人会が中心になって

地道に活動したからこそ知名度があがった。 

　昭和 47 年にこの地域の老人クラブが R254 の歩道沿いに

コスモスを植付けたのを嚆矢とする。9 年後の昭和 56 年に

この花が佐久市の市花に制定された。その後、平成 2 年に

業者によるコスモス街道バスツアーが企画されて、多くの

人が訪れるようになった。シーズンになるとバスから降り

た観光客がひっきりなしに往来するサマは賑やかで良いが、

とたんに街中に引き戻された感覚に襲われる。この老人ク

ラブは数多くの表彰や受賞をしている。最初の道路の美化

保全で知事から表彰されてから、建設大臣、内閣総理大臣、

厚生大臣、自治大臣などから相次いで表彰受賞されている。

 

　こうしてみると地域の活性化に結びつくものは人かもし

れない。座して待つよりも積極的に行動することが大切だ。

人が集まり話をする、そこから何かが生まれてくる。R254

がトラック街道と化して、危険と裏腹に生活をおびやかす

までになってきたのは前述の通りだ。住みよい環境に地域

が改善され、活性化が進めばこれにこしたことはない。最

近、この地区の区長会が環境悪化対策で対策協議会を設立

して、県、国への陳情ができる組織を立ち上げるので区民

の協力を呼びかけてきた。数多くの話し合いを持つことが

目的達成につながる。また、過疎化対策にも結びつくので

はないだろうか。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◇辛口コラム(22) ＜「改革」という名の危うさ＝グローバ

リゼーションの鬼子たち＞【増山榮太郎】 （敬称略）

───────────────────────── 

◆見誤ったサブプライムの猛威

　サブプライム・ローン。「信用力の低い個人向け融資」

という、いささか長ったらしい邦訳名の怪物が猛威を振る

っている。今から数ヶ月前、その悪影響が漸く世間の目に

つき始めた頃、多分、フジテレビ日曜朝の名物番組「報道 2

001」だったと思うが、さる大学の有名教授がこともなげに

宣った。

「あれはアメリカの金融機関にはさほど影響を与えません

よ。彼らは日本のバブル経済を勉強し学習経験しましたか

らね。それは融資のリスクを証券化して不良債権化を避け

たからです」
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　筆者は政治ジャーナリストなので専門外の経済には疎い。

だが「証券化」という言葉に妙に引っかかった。証券化と

は要するに株券みたいなものだ。貸付金の山をバラして小

口化し株券みたいに投資家に売りつける。貸付金だから利

息を生む。一般金利より利息が高ければ投資家はトクする。

だから証券は売れる。ここまではいい。だが貸付金だから

焦げ付くリスクがある。まともな金融機関ならリスクの割

合を一定基準に定めそれ以上の貸し出しはしない。日本の

バブルは土地ブームに踊りそれ行けドンドンでリスクを取

らずに貸し込んだ挙げ句の付けだった。気が付いたら不良

債権の山が日本の金融危機を招いたのだ。しかし貸付金を

証券化し投資家に売り抜けていれば金融機関は安閑として

いられる。

　「うーん、これが学習経験か」と思わず膝を打った。な

らば、最期にババを引いた人はどうなるのか。

「そんなこと、知っことがあるか。株を買えばトクするこ

ともありソンすることもある。これが市場のルールじゃ」

　とは、その有名教授は言わなかったが、彼のこれまでの

理論や考え方からすればそうした答えが返ってきてもおか

しくない。だがその後の展開をみると、その教授の見解、

予測は見事に外れた。欧米の巨大金融機関がサブプライム

という”毒入りまんじゅう”（証券）をしこたま買い込ん

で、その処理に七転八倒している。学習経験をしたはずの

アメリカ金融機関の大御所メリルリンチやシティグループ

の会長兼経営責任者(CEO)がそのために辞任している。野村

証券、みずほ証券など日本の金融機関にも影響が出ている。

しかも、サブプライム問題の怖さは、「証券化」という巧

妙な手口で売り捌かれれいるため、全容が公的機関でも把

握し切れていないことだ。それで対策が後手に回り金融不

安をもたらしている。不安を一層かき立てているのがグロ

ーバリゼーションの鬼子”ハゲタカ・ファンド”の存在だ。

彼らもまんじゅうを買い込んだ”被害者”だが、その損失

をカバーするため石油高騰の仕掛け人になっているという。

◆小泉構造改革とは何だったのか

　筆者が、専門外のことを長々と書いたのは、有名教授の

揚げ足取りをするためではない。なので、あえて実名を避

けたのが、彼が小泉構造改革の理論的支柱でありその推進

役であることが問題なのだ。と言えば、人はハハーンと気

づくに違いない。小泉改革について多くの論究がなされて

いるのでそれ以上付け加える必要がないかもしれない。筆

者が問題とするのは「改革」という美名に伴う危うさであ

る。現状に不満や閉塞感を持つ人間ほど「改革」という言

葉に酔いしれる。あの郵政改革に熱狂した人たちは、今民

営化した郵便局をどんな気持ちで眺めているのだろうか。

確かに看板は塗り替えられ小綺麗になった。「郵便」「貯

金」「保険」と衝立でそれぞれが隔てられ局員（いや行員

と言うべきか）は互いの仕事には知らんふり、忙しくとも

われ関せず。かつて「庶民の貯金箱」と言われたあの雰囲

気はない。妙によそよそしいのだ。これは都内の中級クラ

スの郵便局での筆者の印象なのだが、地方はどうなってい

るのだろうか。僻地寒村などの郵便局はどんどんリストラ

されていると聞く。それはそうなって当たり前だ。民営化

した以上、企業は儲けなければならない。赤字を出せば社

長はクビだ。

　だが「限界集落」という言葉もある。過疎化、高齢化が

進んだ地域で共同体生活を維持できる限界を指すらしい。

この限界を超すと消滅する。こんな集落が日本で増えてい

る。（「ウイキペディア」より）。その土地に住むジイチ

ャン、バアチャンは一体どうなるのか。孫への手紙をどこ

へ投函すれば良いのか、年金の支払いは？それはもはや市

場主義の世界ではない。まさに政治の出番だ。市場主義や

経済原理主義でことが済むなら政治家は要らない。だから

参院選は小泉・安倍政治にノーを突きつけたのだ。安倍退

陣・福田登場はそれを物語っている。だが、前述の教授は

性懲りもなく某紙に寄稿し「復古主義の跋扈を許すな」と

改革続行を声高に叫んでいる。また一部のマスコミ（特に

日経など）も「グローバリゼーションに遅れるな」と今な

お強迫観念を煽るかのような論陣を張っている。彼らは日

本国土にもたらしたグローバリゼーションの惨禍を直視し

たことがあるのか？

◆赤福、御福がさらけ出したもの

　「赤福よ、お前もか」と多くの人は思った。そしたら御

福も同じことをやっている。老舗の誇りも商道徳もない。

いや和菓子屋に限らない。一流メーカーにも嘘、偽り、偽

装が相次いでいる。要するに儲ければいい、黒字を出すた

めには何をしてもいい。拝金主義の横行だ。しかも内部告

発で外部に漏れる。企業内の信頼関係が希薄になっている。

見渡せば一流企業は空前の利益を計上している。にもかか

わらず賃金が増えない。一体これは何を物語るのか？資本

主義（市場主義）には良くも悪くも共産主義という「亡

霊」（共産党宣言）がチェック機能を果たしていた。だが、

冷戦後、歯止めは外れた。グローバリゼーションが一挙に

地球を覆う。その悪弊にわれわれはそろそろ直視する必要

がある。（執筆者・増山榮太郎（政治ジャーナリスト）＝

雑誌『カレント』12 月号より転載）　

※「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/ 
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◇今月のへぇー(58)＜クロアチア・スロヴェニアへの旅：前

編＞【 Lagoon 】

─────────────────────────

　アドリア海に面する城壁都市ドブロヴニクや中国九寨溝

に匹敵するといわれる湖沼群プリトヴィッツェなど、世界

遺産と旅の TV 番組でここ数年何度も放映され…こりゃ一度

は行かなくては刺激され、紅葉の時期のツアーを見つけて

参加。

　観光 9 日間と比較的ゆったりの行程でスロヴェニア～ク

ロアチア（ボスニア・ヘルツェゴビナのごく一部を通過）

～モンテネグロと都合 4 カ国を訪ね、11 月上旬の Low シー

ズンで観光客は少なく、どこも静かで落ち着いた景観と空

気の澄んだ秋の日和を満喫できた。クロアチアは北海道と

同じ緯度帯にあり、プリトヴィッツェ湖群国立公園を訪ね

た前日には降雪があり、朝は気温-2℃とかで路面が凍るほど。

そのため、国立公園の上部半分がクローズされていたり、1

1 月中ばがまさに最後の観光タイミングだった。

◇ドブロヴニクを陸側から見た美しさは格別、やはり港に

城壁を築いたスプリットのローマ遺跡ディオクレティアヌ

イス宮殿、モンテネグロ・コトルの堅固な城壁など、ロー

マとベネチアの支配、オスマントルコの侵略がいかに大き

かったかが伺える。多分、多様な文化の影響を受けながら

も、アドリア海にひっそり佇んでいたために紀元前からの

街並み、人心がひっそりと残されてきたのであろうか。

◇1989 年から始まったユーゴスラヴィアの分離独立と民族

間闘争、激しい内乱からまだ暫くのわけだが、10 日間です

んなり独立したスロヴェニアはすでに EU 加盟、ユーロ通貨

になっていてリュブリアナは普通のヨーロッパ先進都市と

変らない雰囲気。さすがクロアチアでは、街道沿いの普通

の民家でも弾痕の残る壁が散見されたが想像していたより

は少ない。ただ、畑にかこまれた地方の農家…あまり戦略

的な意味がなさそう…でもそんな痕跡があって普通の住民

を巻き込む根が深い争いであったのだろう。

　セルビアとモンテネグロの連合からモンテネグロが分離

したのは 2006 年 6 月となんと昨年である。同国は EU 加盟

はまだだが通貨はすでにユーロになっているなどかなりユ

ニーク。

◇ 自然景観としては、①プリトヴィッツェ湖沼群は水量も

多く（木道が水流につかるほど）落差 80m の滝も大迫力、

エメラルドの湖面が紅葉（終わりかけだった）に映え期待

以上。旅の中盤 5 日間バス車窓から眺めた②アドリア海の

美しさも格別。なんせたまに小さな集落があったりひっそ

りした港やヨットハーバーがあるだけで、自然以外は何も

目障りなものがない…ため息もの。③は、トロッコで下っ

て探検ウォークがでいるポストイナ鍾乳洞…こんな巨大な

鍾乳洞は初めてだったので驚き。④は、ユリア・アルプス

に抱かれたブレッド湖の絵葉書のような景観!!　⑤はフリー

タイムに一人だけで登ったコトルの城壁山頂から眺めた奥

深いフィヨルド。

◇街並みでは、とくに旧市街はどこも、レンガ色の屋根と

白やベージュ系の石壁で統一された眺めが素晴らしい。ほ

とんどの建物が真四角でシンプル、窓の作り方も同じ…と

いうことも統一感にプラスしており、古いけど整っていて

綺麗にされている。街によっては窓枠とスリットが全てグ

リーンになっていたりするところもあってとてもお洒落で

もある。敷きつめられた石灰岩がてかてか光るほどフラッ

トな細街路も歴史を感じさせる。そう、もともとそうだっ

たのか電柱・電線のたぐいもほとんどないか、目立たない

ようになっており美観を損ねていない。（以降、次号へ続

く）

※当方ブログには photo アルバムへのリンク等もあります 

http://titoh44.blog29.fc2.com/blog-entry-662.html 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◇キャンパスにおける主な催し～[公開講演会・行事]ページ

より転載

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

─────────────────────────

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)10:00-17:00

（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 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/2007gazira.

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）-12/20（木）10:00-18:00 ※閉室

日：日曜・祝日 

【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 
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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・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

「角田柳作記念文庫」開設記念展示  

【日時】2007/10/20（土）-12/20（木）10:00-18:00 ※閉室

日：日曜・祝日

【会場】早稲田大学総合学術情報センター 2 階展示室 

【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】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

企画展示「集団の声、集団の身体～1920 ・ 30 年代の日本と

ドイツにおけるアジプロ演劇展」  

【日時】 2007/11/24(土)-2008/1/20(日)10:00-17:00（火・金

は 19:00 まで）

　　　　　※会期中の休館日 12/23（日・祝）～1/7（月）、

1/13（祝）、1/14（月・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】 主催：早稲田大学坪内博士記念演劇博物館 

　　 　　　協力：ドイツ芸術アカデミー（ベルリン）、ケ

ルン大学演劇博物館、デュッセルドルフ演劇博物館  

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

o.html

企画展示「東アジアの中のアイヌ文化」  

【日時】 2007/11/26（月）-12/15（土）10:00-17:00（日

曜・祝日休館）

【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  

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

講演会「都市と農山村の架ケ橋-農山村の魅力＆学生が担え

る地域活性化-」

講師：金井久美子氏（特定非営利活動法人事務局次長）  

【日時】2007/11/21（水）16:20-17:50  

【会場】西早稲田キャンパス 16 号館 106 

【対象】学生・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 宮口研究室　TEL:03-5286

-1577 

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 7 回「比較法はどこへ行く？-ひとつの中間報

告」

講師：五十嵐清氏（北海学園大学法科大学院教授）

コメンテーター：藤岡康宏氏（早稲田大学法学学術院・大

学院法務研究科教授、比較法研究所研究員）  

【日時】2007/11/22（木）18:00-20:00  

【会場】西早稲田キャンパス 8 号館 3 階大会議室 

【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】早稲田大学比較法研究所 

【URL】http://www.waseda.jp/hiken/50%20a-pro%202007

-j.htm

張賢亮氏・畢淑敏氏講演会

「近年の中国文芸界について」「最近の中国における女性

創作について」※通訳あり  

【日時】2007/11/23（金）14:00-17:00  

【会場】西早稲田キャンパス 8 号館 401 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】早稲田大学文学学術院　中国文学専修室　tel.03-

5286-3702 

【URL】http://www.waseda.jp/bun/activities/lecture/

早稲田・川口アートフェスティバル Part3　早稲田川口アー

トスタンド

1.川口メディアセブン上映室にて、アートプロジェクト作品

と学生作品の上映

2.JR 川口駅前広場にて開催される「キュポ・ラ広場祭り」

屋外テントにて、

　出張学校説明会・上映会（雨天決行・荒天中止） 

【日時】2007/11/24（土）1.10:00-12:00（開場：9:30-） 2.1

0:00-17:00　  

【会場】JR 川口駅前広場「キュポ・ラ広場祭り」特設テン

ト及び川口メディアセブン（キュポ・ラビル 7 階）※両会
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場とも JR 川口駅東口徒歩 0 分 

【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：早稲田大学川口芸術学校、川口商工会議

所

　　　　　問合せ：早稲田大学川口芸術学校　TEL:048-269

-7961

【URL】http://wasedakawaguchi.jp/news/news070927.ht

ml#part2

2007 年度冬季　文芸専修/文芸・ジャーナリズム論系合同講

演会「ロリータの誘惑」

講演者：若島正氏（京都大学大学院文学研究科教授）  

日時 2007/11/24（土）16:00-18:00  

【会場】戸山キャンパス 34 号館 452 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】早稲田大学文学学術院文芸専修室　tel:03-5286-3

560 

　　　　　早稲田大学文学学術院文芸・ジャーナリズム論

系室　tel:03-3203-2589 

【URL】http://www.waseda.jp/bun/activities/lecture/ind

ex.html

早稲田大学文学部英文学会・教育学部英語英文学会／2007

年度合同大会

講演会「翻訳＝世界＝文学」

講演者：管啓次郎氏（明治大学理工学部教授）  

【日時】2007/11/24（土）16:15-17:45  

【会場】西早稲田キャンパス 14 号館 101 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】早稲田大学文学学術院 

【URL】http://www.waseda.jp/bun/activities/lecture/

講演会「Understanding Australia's　Sustainability Challen

ges and Options for Change Using the Australian Stock

s and Flows Framework(ASFF)」

講師：グラハム ターナー氏（Research associate Commo

nwealth Scientific and Industrial Research Organization）

  

【日時】2007/11/26（月）13:00-15:00  

【会場】西早稲田キャンパス 1 号館現政研会議室 

【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】早稲田大学現代政治経済研究所  

講演会「シェムリアップ・現地からの報告～織物、暮らし、

そして自然環境の再生に取り組んで」  

【日時】2007/11/26(月)18:00-19:30  

【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】早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンター

 

講演会「いま江戸時代の文化を研究する意義について」

講演者：青木美智男氏（専修大学元教授）  

【日時】2007/11/28（水）14:45-15:45  

【会場】戸山キャンパス 33-2 号館第一会議室 

【対象】学生・大学院生・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　日本史学専修 

【URL】http://www.waseda.jp/bun/activities/lecture/

早稲田大学創立 125 周年記念シンポジウム　第３回総合研

究機構研究成果報告会

テーマ「自由・進取の精神と反骨の系譜」－早稲田大学に

おける伝統の創造―  

【日時】2007/11/30（金）13:00-18:00 （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】主催：早稲田大学総合研究機構、自由民権研究

所・東アジア法研究所・ジェンダー研究所

          協力：財団法人石橋湛山記念財団・初期社会主

義研究会・早稲田大学大学史資料センター  

【URL】http://www.kikou.waseda.ac.jp/WSD520_open.ph

p?KikoId=01&OshiraseID=44&kbn=0

2007（平成 19）年度 早稲田大学国文学会秋季大会  

【日時】2007/11/30（金）13:30-16:00、12/1（土）10:00-1

7:00

【会場】11/30（金）：戸山キャンパス 33-2 号館第一会議

室

　　　　12/1 （土）：戸山キャンパス 34 号館 453 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】早稲田大学国文学会　　tel.03-5286-3721（日本

文学専修室）  
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【URL】http://www.waseda.jp/bun-nihon-go-bun/07koku

bun.doc(word ファイル) 

早稲田大学創立 125 周年記念講演　芸術学校 『建築週間 20

07』 

講演会「建築を編む - 最近のプロジェクトから」

講演者：槇文彦氏（建築家/槇総合計画事務所代表）

司会：鈴木了二氏（建築家/早稲田大学芸術学校校長）  

【日時】2007/12/1（土）15:00-16:30  

【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・要事前申込み（定員：230 名）

            ※お申込みは方法はご参考 URL をご覧下さい。

              お申込み多数の場合、抽選とさせていただ

きます。ご了承下さい。  

【問合せ】早稲田大学芸術学校

【URL】http://www.waseda-aaschool.jp/news/maki.html

 

第 7 回シンポジウム／イスラムと IT「シルクロードが結ぶ

ネットワーク」

・講演：10:00～12:00

　1.「イスラーム天文学の発展と中央アジア」

　2.「中央アジア・イスラーム陶器の発展と技術革新」

・ディスカッション・フォーラム：14:00～16:00　  

【日時】2007/12/2（日）10:00-16:00  

【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・研究者・一般 

【参加方法】入場無料・直接会場へ  

【問合せ】早稲田大学イスラム科学研究所　Tel. Fax.03-32

03-4421 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

事務局からお知らせ　　　　　　　　　　　配信数 70

───────────────────────── 

☆会報『さざんかの道』31 号は 12 月 15 日に発行・発送さ

れますので、お楽しみに。

　来春 1 月 26 日(土曜 14:00-生協会館)開催の本会新年会に

ついてのご案内もあわせてお届けいたします。よろしくご

予定ください。

☆当面の同好会予定としては、12/2 に【スポーツ観戦同好

会】の関東大学ラグビー《早明戦》観戦会があります。詳

しくは本会ブログまたは事務局へお尋ねください。

☆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 12 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】━━


