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※投稿原稿をお待ちしています。題自由でお気軽にどうぞ。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◇なかとう句会 ＜ 冬の黄昏 ＞

─────────────────────────

　　　朝の駅　ブーツの足音　十二月 　【狸の意味深翁】

　　　マフラーの　紅色結び　iza 街へ

　　　ジャズ流れ　ポインセチアの　紅染めて

　　　街の角　イルミネーション　冬物語

　　　キャンドルが　瞳の奥で　きらり揺れ　

　　　60 の　光瞬き　サイレントナイト

　　　最後の日　背広選びは　おまかせね

　　　定年夜　花束抱けば　星の綺羅

　　　木枯らしや　耳に従う　年齢となり

　　　鍋踊る　カンパイ知技研　熱燗の夜

　　　そろそろと日差しの動く冬の午後　【シグ子】

　　　四楽章　第九で送る　七七忌

　　　　※老愛犬が 11 月 8 日見守られて黄泉に旅立ち、ま

だねぐらを片付けず…

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◇夢魂（むたま）川柳 (34) 【家元 ひがし】

─────────────────────────

　　　どうせなら眉まで染めて移民して

　　　花鳥とも生をめでれば苦も忘れ

　　　裸の王女様も逮捕され

　　　つまりだなあ今日が一番若いんだ

　　　子子子生み育て上げれば男敗け

　　　ボクだけに肉まん食べた紙がない

　　　深き知は決意促し行妨げず

　　　喫う方は地球の外でお吸い下さい

　　　人生の末はたいていバリアフル

　　　鼻冷えの冬来たるらし赤鼻よ

☆2007 年度投句大賞＜堀川啓三　様＞

「ノルウェーのサーモン食むや亀の秋」　

名詞を 4 つも使って畳み込み、食む情景や心境そして詠み

手の人柄までうたい込まれた 2007 年度随一の名句です。句

の滋味をお楽しみ下さい。夢魂川柳集第一巻をお送りしま

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(70)＜ウィーンの大晦日③＞

【市川孝二】

─────────────────────────

　なぜかは判りませんが、ウィーンの大晦日の晩はヨハ

ン・シュトラウス作曲の喜歌劇劇【こうもり】です。普段

は歌劇・楽劇・バレーだけで、「喜歌劇」は専門の「フォ

ルクス・オパー」で上演します。大晦日だけは二つの劇場

で同じものをやります。大晦日の国立歌劇場の「こうも

り」は、チケット代金は額面の 2 倍です。動物愛護団体に

寄付するためです。高くてもチケットの入手は簡単ではあ

りません。開幕の前に動物愛護団体(WWF)の代表が「ぬい

ぐるみのパンダ」を連れてステージから挨拶をするしきた

りです。

　そのわけは、その晩の歌劇場は社交場となるからです。

男性はタキシード着用で女性はそれぞれのイブニング・ド

レスにドレスアップして、特殊な雰囲気をかもし出します。

2 回の幕間は世界からこの晩に集まったお偉方たちが高いシ

ャンペンなどを飲み談笑しています。ウィーン・フィルの

楽団員で日本人を妻とする団員は数人もいると聞きました。

あるコンサートマスターの奥様が休み時間に友達と話し合

っています。友達からあの人が有名なコンサートマスター

の日本人妻だと教えられました。観客のかなりの人はイン

ペリアル・ホテルの宿泊者です。「こうもり」の後に、こ

のホテルでの大晦日ガラ（大晦日年越し大宴会）に行きま

す。（翌朝はニューイヤー・コンサーです）

　ある時、「こうもり」の指揮者は、3 大テナーの一人。プ

ラシド・ドミンゴでした。あるドミンゴのファンはこう嘆

いていました。「私困るわ、ドミンゴさんが指揮棒を振れ

ば、彼の美声を聞けなくなるから」でした。ドミンゴはウ

ィーン歌劇場での初めての指揮で、見ていたらかなり低姿

勢でオーケストラ団員に接していたようでした。さてその

時、仲間のホセ・カレーラスがドミンゴの「こうもり」指

揮の応援にスペインでの歌劇場をキャンセルしてウィーン

に駆けつけました。観客は大喜びでした。喜歌劇「こうも

り」には、カレーラスの出演する役割はありません。

　しかし、第 2 幕の大晦日の深夜のオルロフスキー公爵主

催の仮装パーテーに、2､3 人の「ゲスト」出演者が出ます。

公爵の執事が「ホセ・カレーラスさんが只今到着しまし

た」と報告します。観客は大きな拍手で喜びます。要する

に「おまけ」です。大晦日だけのことで、翌日の元旦の公

演では、ゲストの「おまけ」はないようです。

　フォルクス・オパーでも喜歌劇「こうもり」を元旦の晩
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に観ました。休憩の幕間は省略して 1 回とします。踊りや

刑務所の場面など面白かったが、大晦日のウィーン国立歌

劇場は高い分それなりの雰囲気があります。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◇田舎暮らし(59)＜ 小さな自治会の抵抗 ＞【中野信吾】

─────────────────────────

　平成の市町村大合併で長野県でも新しくなった市町村が

続々誕生した。私の住む佐久市でも周辺の町村と合併して、

長野県でも 5 番目の人口 10 万人の市になった。大きくなっ

たからそこに住む住民にどれくらいの利点があるのか、合

併したことによるマイナス点などは対岸のできごとのよう

に思っていた。のんきなものである。

 ところが、この 9 月の 9 号台風以来、にわかに周辺が騒々

しくなってきた。というのは台風被害のため市への陳情が、

市当局とやりとりする不便さを露呈した。市との交渉窓口

が、集落から選出された従来からの自治会長なのか、その

地域の代表者としての区長なのかはっきりしないことによ

るものであった。どちらも地域社会を代表する「長」であ

ることは間違いない。（大半は各自治会長が区長会を構成

している。）この二重構造の煩雑さのおかげで交渉業務が

スムーズにいかない。市からの業務窓口を「一本化」の要

請を受けてのものである。「平成の大合併」の余波が末端

にまで及んできた。

　佐久市は区長会 238 区でスタートした。そのうち関係す

る地区の区長会では、中込地区に所属する。この区長会は 4

0 区で構成されている。内訳は旧中込 16 区、旧平賀 14 区、

旧内山 10 区で構成されている。内山地区の中で私が住む町

区は、「町上」、「町中」、「町下」の３区に分けられ、

それぞれに選出された区長がいる。一方、旧からの自治会

活動は、たとえば上記の町区の集落が 8 つに分けられて、

土井口、町 1、町 2、……町７と分けて、自治会長の下に地

区独自の運営活動をしてきている。8 つに分けた基本は、そ

れぞれの集落が「耕地」としての財産を所有し、固定資産

税を払っているところによる。他に地区の公共事業費や花

見、旅行会、新年会、赤い羽根、社協費などは予算決算が

あり、それぞれ独自に行われて運営されている。

　したがってここに出てくる各自治会長が、市が対象とす

る「区」の構成要員となり、区長を選出していることにな

る。まわりくどく説明してきたが、要は組織の再編成を試

みることによってより良い地域社会の繁栄を図りたいとい

う市（区長）側の意図が読み取れる。だから従来の自治会

の良いところを生かして区への統合を図りたい、というの

が本音のようである。そうすれば市との交渉でも、地域運

営の活動でももっとスムーズに行えるようになるだろうと

いう目論見がある。区ではここで各自治会より自治会長を

通じて統合への準備委員を 2,3 名選出して欲しいとの要望を

出した。

　これに対して昔からの耕地（財産）をもつ自治会員から

の抵抗が続いているということである。自治会のなかには、

従来どおりの会の運営を行っているところもあるが、人口

減と高齢化に伴い会の運営に支障をきたすところもあらわ

れてきた。住民や戸数の減少は役員選出にも支障をきたす

ようになってきたのである。年中行事や公民館活動、地区

防災など、人がいなくなってしまったために、高齢である

にもかかわらずいつまでも会の運営役員を続けなければな

らないジレンマに陥っている。正常に機能している自治会

ならば問題ないが、「限界」に近付いているところは周辺

の自治会に負担を負わせる格好になる。

　かくて耕地を所有し固定資産税を納めている自治会の会

員からの不満が噴出してきた。足並みの乱れが、集落の崩

壊に拍車をかけるかもしれない。平成の大改革は末端組織

を大きく変えようとしているわけだ。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◇辛口コラム(23) ＜キーワードは「政界再編」「大連立再

浮上」＝来年の政局を占えば＞【増山榮太郎】

───────────────────────── 

　ねじれ国会という未知なる海に乗り出した政界は、来年

も手探りの航海を余儀なくされよう。そうした混迷政局を

占えば、読み解くキーワードは「政界再編」そして「大連

立再浮上」ということになろうか。（敬称略）

◆「サクラ解散」の公算

　来年の政局で唯一確実なことは遅かれ早かれ解散・総選

挙が行われることだ。ならば時期はいつか。

　解散と公定歩合は政治家がウソを言っていいことになっ

ているので迂闊に信用できないが、通常国会での出会い頭

解散はまずなくなったと見ていい。今年 12 月 11 日の福田

康夫首相と太田昭宏公明党代表との党首会談でほぼ了解済

みとみられるからだ。かと言って、福田首相が念願とする

来年 7 月の洞爺湖サミット直後や公明党が主張する 9 月以

降にも無理がある。来年の正月休みで帰省した代議士連中

は既に事実上の選挙運動に走り出している。走り出したら

止まらないのが解散風だ。ということになれば 2008 年度予

算案が自然成立する来年 4 月 1 日前後の「サクラ解散」が

まず順当なところだろう。予算案が成立しても予算関連法

案が参院でストップすることも考えられる。その場合は憲

法 59 条を援用して再議決し解散で局面転換を図ることが政

治の常道である。事実、永田町周辺では来年 4 月 4 日（大
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安吉日）解散、4 月 27 日（日曜日）投票説がまことしやか

に流れている。

◆勝者なき総選挙か

　総選挙の結果はどうなるか。どんでん返しもあるのでヘ

タなことは言えないが、多くの選挙通の見方で共通してい

る点は自民、公明与党はかなり議席は減らすが過半数（241

議席）は何とか維持できるのではないかと言うことだ。だ

が、仮りそうであっても、参院とのねじれ現象は解消でき

ないばかりか、憲法５９条の特権（3 分の 2 条項）をも喪失

しかねない。したがって勝者とは言えない。

　ならば今年の参院選で破竹の勢いを見せた民主党はどう

か。もちろん、総選挙で民主党（あるいはその他の野党を

含めて）が過半数を獲得すれば”ねじれ”は即座に解消す

る。

だが、その見通しは殆どない。あの選挙巧者の小沢一郎代

表が昨年、「大連立」協議に走った理由に「今の民主党の

実力では次の総選挙で政権は獲れない」ことを上げていた

が、この言葉は「政権近し」の甘い幻想に酔っていた民主

党議員に冷水を浴びせた。まさに民主党の真実を衝いてい

たからだ。確かに民主党の実態を見れば、風（世論）頼み、

せいぜい駅前演説でお茶を濁している程度だ。これに引き

替え自民党候補者は、長年培った後援会組織をがっちり固

め、少しぐらいの逆風ではびくともしない。小沢代表が

「ドブ板選挙を徹底的にやれ」と若手候補者を叱咤するの

も自民党の手強さを熟知しているからだ。しかも、民主党

は小選挙区 300 のうち公認候補者の決まらない選挙区がま

だかなり残っている。しかも、前回の郵政選挙で負け込ん

だので（現有 113 議席）200 台に乗せるには相当の努力が要

る。民主党が表向き早期解散を叫びながらその実、解散に

腰が引けているのもそうした事情による。

　ただ、民主党にとってプラス要因は、共産党が今回、小

選挙区の候補者を 140 人程度に絞り込んだことだ。この空

白区で従来の共産党支持票がどの党の候補者に投じられる

か不明だが、少なくとも自公両党に投じられることはない。

かなりの批判票が民主党に投じられる可能性が高い。東京

新聞が昨年 10 月 9 日付で報じたところによると、①共産支

持票 100%が民主党候補者に投じられると民主 253（小選挙

区 168＋比例区 85、以下同じ）、②半数が民主党に投じら

れると民主 239（同 154+同 85）という試算結果がでた。ち

なみに自公は①の場合 212、②の場合 226 と過半数割れにな

る。そうでなくとも自民党は前回の郵政選挙で 305 議席を

獲得したが、その中には小泉チルドレンと言われる 83 人の

大量当選者を出した。その 3 分の 2 は今回落選すると言わ

れている。

◆政局流動化し政党再編成へ

　こうした選挙予測を見通した上で小沢代表がうまいこと

を言っている。三善の策だ。その内容は、最善（民主党の

単独過半数）、次善（他の野党と合わせ過半数）、三善

（過半数に達しないが民主第１党）だが、もちろん小沢自

身が認めているように最善の可能性は低い。狙い目は次善

もしくは三善であろう。とりわけ三番目の「三善」に小沢

は執着するであろう。二番目の野党連合では、共産党を政

権に参加させるかどうかで紛糾しかねないからだ。三番目

の場合は、民主党のイニシアチブで自民党との「大連立」

が再浮上する。そうでなければ自民党一部を切り崩し「中

連立」を図ることになろう。もちろん、自民党も負けては

いまい。民主党の反小沢グループに手を突っ込む。そうな

れば選挙後の政界は一挙に流動化し、政党再編成の流れは

速まる。

◆伏兵「平沼新党」の動き

　そうした政界再編成の動きを加速させそうなのが「平沼

新党」の動きである。まだ、新党結成まで至っていないが、

平沼赳夫元経産相（無所属）が郵政造反・落選組への支援

を積極的に行い本人自身も「民主党にも保守勢力として優

秀な人が多い」と民主党一部との連携も視野に、保守勢力

結成（新党）を訴えている。これに呼応するかのように中

川昭一前自民党政調会長を会長に、保守路線を目指す自民

党の「勉強会」が発足した。設立総会の行われた今年 12 月

4 日には自民党議員 29 人が参加した。平沼議員も最高顧問

として出席している。この会派は、麻生太郎元幹事長を支

持するグループとの親近感もあり、選挙後に意外な伏兵と

して目が離せない存在になりそうだ。（執筆者・増山榮太

郎＝政治ジャーナリスト））

※「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(59)＜クロアチア・スロヴェニアへの旅 ＞

【 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、参加した紅葉の時期の旅レポー

ト後編。
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◇とくにリュブリアナでは、街中の道路に自転車道が作ら

れていて自転車利用者がとても多かったのに驚き!! 両側歩

道にきちんと設置され、専用の横断路まで設けられていた。

ザグレブの一番の市内交通は 17 も路線のあるトラムだ。4

連接の超長い新型、旧型車両交えて、もうひっきりなし数

珠つなぎで乗客を運んでいた。トラム線路は、歩道側に接

して敷設されているので乗降がとても安全で便利。路線バ

スと同じわけだが、わが国ではなぜ道路中央側敷設がスタ

ンダードになってしまったのか不思議である。

　スロヴェニアはけっこう整備されているようだが、クロ

アチアの高速道路建設はまだ始まったばかりで工事現場ば

かり。都市間の幹線でも片側一車線がほとんどで、遅いト

ラックが前を走っていたりすると長い車列ができてしまっ

ていた。まぁ、通行車両そのものがとても少ない。

◇ 街でみかける人々はみな穏やかで実直素朴な感じ。ヨー

ロッパの伝統を受け継いでいるのか、ばっちりお化粧～身

だしなみの麗しい女性が多かった。下着以外にもかなりセ

クシーな大型ビルボードも目の保養になりました(^○^)　そ

う、コスメティックの大型専門店も人口の割には多そうで、

"美しさ"への志向が強いのか??　街中では学生・学童も多く

（どうやら公立校は 2 部制らしい）われわれグループが歩

いていると、もう大注目・大興奮といったところで中には

「ニィハウー！」なんて声をかけてくる。元気一杯で、よ

その人を見ると挨拶したくなる…そんな素朴さ・親しみや

すさが懐かしい。クロアチアはサッカー、テニス、水球な

どスポーツ王国だが、とくにサッカー場を多く目にするわ

けでもなく天性の才能なのか？であった。

◇早朝散歩に出かけると、朝っぱらから工事や掃除の人た

ちや、既にオープンしている店を見かける。ワークアワー

はなんと 7 時からだそうで、銀行、郵便局などもその時間

から営業しているそう。各所で多い青空市場近くのカフェ

ーあたりでは、10 時半ぐらいには大勢の人々がお茶をして

だべって、なかにはビールを傾けていたりなんとも不思議。

要は 7 時から働いていてもう昼休みなんだそうだ…労働時

間も 2 部制なのかしらね？ 現地ガイドに聴いてみましたが

実情はよくわからず。

　クロアチアだと、国土は九州と四国をあわせた位で人口

は 450 万人と、福岡一県より少ない。ビジネス内需面では

市場規模が小さく苦戦しそうだが、そのぐらいの人口でも

なんとかやっていけるものなんでしょうね。

◇ 今回は紅葉時期で残念ながら見かける花は少なかった。

このシーズンでは濃い紫の花色のブーゲンビレアが寒さに

強いらしく家の壁際に咲かせているのをたくさん見かけた。

夏の強い日差しをさえぎるためのテラスぶどう棚も多く葉

っぱの真っ赤な紅葉がとてもきれいである。車窓からずっ

とブドウ畑を眺められるので、ついつい誘われて昼夜の食

事毎に赤ワインのハーフボトル（500cc、700-1300 円ぐら

い）を楽しむ。農地ではオリーブとかミカンをちょうど収

穫していた。食材はけっこう豊富で、おいしい生ハムやサ

ラミ・ソーセージ含む肉類、ムール貝・イカ・マグロのシ

ーフード、生野菜・焼野菜・ポテト、イタリアンのパス

タ・リゾットなど多様。朝食ビュッフェでは甘いペストリ

ーがどっさり出ていましたね。

◇往路は、ミュンヘン乗り継ぎが一般的のようだが、今回

はミュンヘンからの便がとれなかったようで、わざわざフ

ランクフルトまで迂回しスロヴェニアへ、結局自宅発ホテ

ル着まで 23 時間も。帰路はミュンヘンだけ経由なのでドア

to ドアで 20 時間とやはり多少短縮したのは結構だが、ルフ

トハンザのシートアレンジが 2-4-2 席の真ん中 EF 席（二人

とも通路に面しない）と最悪。今回は空席があったので席

替できたものの、ルフトハンザの融通のきかないシステム

は参ってしまう。昨年のポルトガルの時も同じで、他社で

はまず経験したことがないような不都合がまかり通ってい

るのが不思議である。

※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】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

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」  
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【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

特集展示「延原コレクション展」

【日時】 2007/12/3（月）-2008/2/4（月）10:00-17:00（日

曜・祝日休館）

　　　　　※開館日時については、HP をご確認下さい。

【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/nobuhara.html

第 11 回アジアセミナー「韓国政治と大統領選挙」

講師：金浩鎮氏（高麗大学名誉教授）使用言語：韓国語

（日本語通訳有り）

【日時】2007/12/21（金）16:30-18:00  

【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】主催  ：早稲田大学アジア研究機構

　　　　　問合せ：早稲田大学アジア研究機構事務所

　　　　　TEL:03-3202-2537 ／E-mail: asianstudies@list.w

aseda.jp 

【URL】http://www.waseda.jp/asianstudies/event/semin

ar.html

早稲田大学教育・総合科学学術院主催シンポジウム

「教員養成の将来像を探る」  

【日時】 2007/12/22（土）13:00-16:00  

【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：早稲田大学教育・総合科学学術院

　　　　　 問合せ：早稲田大学教育学部　TEL：03-5286-0

644　

                   E-mail: kyousyokuken@list.waseda.jp 

【URL】http://www.dept.edu.waseda.ac.jp/gste/1222/071

222c.htm

戸山リサーチセンター　2007 年度シンポジウム

「ICT を活用した高等教育における成果と課題」  

【日時】 2007/12/22（土）13:00-16:35  

【会場】 戸山キャンパス 34 号館 4 階 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】 早稲田大学戸山リサーチセンター

　　　　　 〒162-8644 東京都新宿区戸山 1-24-1  E-mail: t

rc-info@list.waseda.jp 

【URL】http://www.waseda.jp/trc/

講演会「宇宙プラズマ現象の完全理解に向けて～”その

場”観測による非熱的現象の解明～」

講師：高島健氏（独立行政法人宇宙航空研究開発機構宇宙

科学研究本部准教授）  

【日時】 2007/12/25（火）10:30-12:00  

【会場】 大久保キャンパス 55 号館第一会議室 

【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】 早稲田大学理工学術院総合研究所 

講演会「光を使った素粒子実験」

講師：高橋徹氏（広島大学大学院先端物質科学研究科准教

授）  

【日時】 2007/12/26（水）13:00-14:30  

【会場】 大久保キャンパス 55 号館第一会議室 

【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】 早稲田大学理工学術院総合研究所 

講演会「加速器を用いたエネルギーフロンティアでの素粒

子物理学実験の現状と展望」

講師：寄田浩平氏［University of CHICAGO　Enrico Fer

mi Institute,

　　　　　　　　　Research Associate（Fermi Fello

w）］  

【日時】 2007/12/26（水）15:00-16:30  

【会場】 大久保キャンパス 55 号館第一会議室 

【対象】 学生・院生・教職員・一般 
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【参加方法】 入場無料・直接会場へ  

【問合せ】 早稲田大学理工学術院総合研究所 

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～展関連講座(2)

「アジプロ演劇と現代演劇」

講師：高山明氏（演出家、Port B 主宰）

聞き手：萩原健氏（演劇博物館助手）

【日時】 2008/1/10（火）14:40-16:10（開場 14:10）  

【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/2007ajipur

o.html

アジア研究機構主催 第 12 回アジアセミナー「旅人の記憶

‐日本とインドの近代史の視点から‐」

講師：ブリジ　タンカ氏（アジア研究機構客員教授、デリ

ー大学教授）

使用言語：日本語（英語での質問も可）　　　　　　　　

　　　　　  

【日時】 2008/1/18（金）16:20-17:50  

【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】 早稲田大学アジア研究機構

早稲田ビジネススクール・レビュー第 7 号刊行記念シンポ

ジウム

　　15:45-17:00 講演「ベンチャーにみるマーケティング戦

略」

　　講演者：柳孝一氏（早稲田大学ビジネススクール教

授）

　　17:15-19:00 技術経営ランキングトップ 3 社

　　キャノン株式会社、武田薬品工業株式会社、トヨタ自

動車株式会社によるショートスピーチ

　　パネルディスカッション「技術を経営に生かす」 

【日時】 2008/1/25（金）15:30-19:10  

【会場】 西早稲田キャンパス 19 号館 7 階 711 号室  

【対象】 学生・教職員・一般 

【参加方法】 入場無料・要事前申込み　　

※申込方法：必要事項（氏名、カナ氏名、会社名またはご

所属、電話番号）を明記の上、 wbsr@list.waseda.jp までメ

ールをご送信ください。定員：100 名

※プログラムおよびパネリストは都合により変更になる場

合があります。  

【問合せ】 早稲田大学商学学術院総合研究所 WBS 研究セ

ンター　TEL:03-3200-2436  

【URL】http://www.waseda.jp/wbs/04about/04wbsreview

_0125_jp.html

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

事務局からお知らせ　　　　　　　　　　　配信数 77

───────────────────────── 

☆会報『さざんかの道』31 号は 12 月 22 日に発行・発送さ

れますので、お楽しみに。同号にて、来春 1 月 26 日(土曜 1

5:00-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。

☆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 2008 年 1 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】━━


