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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◇なかとう句会 ＜ 東京は雪 ＞

─────────────────────────

午前二時　雨のち雪と　フォトメール　【狸の意味深翁】

それぞれの　孤独つつみて　雪しんしん

雪舞えば　都会の夜に　恋芽生え

そんな夜は　東京タワーで　雪デート

白き夜に　ルージュの唇　燈ります

ぬくもりや　ふわふわ泡立つ　カプチーノ

乳白の　チーズケーキの　あんず味

冬椿　色を隠せり　綿帽子

女には　恋がつきもの　黄水仙

かみさびて　眉に霜置く　狛の犬　【シグ子】

　　　※作者添付画像の「塩原神社の狛犬」

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◇夢魂（むたま）川柳 (36) 【家元 ひがし】

─────────────────────────

　　　製紙業再生できるか紙一重

　　　ひとり者歯ブラシ銜えて独り言

　　　うちの孫だけ可愛い訳は無い

　　　戦争は大人が始め子供遣る

　　　嘘つくの平気で好きで国会へ

　　　粗大ごみリサイクルされてボランティア

　　　子に埋れほぼさん昼寝片目だけ

　　　川向うひと川むこう皮剥こう

　　　いつか見むあなたの心の活断層

　　　生れ逝くただそれだけの怖ろしさ

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

(株)東綜合設計事務所：東　直彦

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◇海外旅行の変わった話(72)＜ウィーンの大晦日-5＞【市川

孝二】

─────────────────────────

　ウィーンで越年する方も多いようです。ティー・パーテ

ィで日本の大相撲が大好きと言う方にも出会いました。ダ

ンスが大好きな英国人らしい老夫婦とも何回も会います。

　ホテルではバーナ―の火で溶かした鉛を水盤に落として、

その「かたち」で運勢判断をするアトラクションを毎年ロ

ピーでやっています。2 度位試しましたか、喧騒の中で「何

を言っているのか?」も不明（言葉の問題もあります）でや

めました。

　最近は廊下で【切り絵】のサービスをやっており、私も

切ってもらいました。60 歳ぐらいの哲学者風の職人でした。

彼の前に座るとハサミでこの方向に顔を向けて動かないよ

うにと指示して切り始めます。その時は家内に持参のビデ

オカメラで撮影してもらいました。ビデオには日時が記録

されています。切り始めてから４分くらいで終わりました。

短い時間でよく私の顔の特徴を捉えております。さすが一

流のホテルの余興でやる「練達の士」です。薄い髪の毛、

ブラック・タイなど良く出来ており気に入りました。出来

栄えが素晴らしいので、帰国してから額に入れて書斎に飾

ってあります。代金はとりませんが、私は 50 ユ-ロほどのお

祝儀をはずみました。私達は何時もバンドの傍の席を確保

していると言った和服の女性が廊下を通りかかり、自分も

切って貰いたいと、次の「切り絵」を頼んでいました。ビ

デオの時間では元旦の午前１時 30 分を示していました。

　年末大騒ぎの宴会は凡そ午前２時過ぎころまでは続きま

す。宴会場から昔風の赤い絨毯敷きの階段を二つ上がると 3

階の 101 号室前（貴賓室）に着きます。ここに皇帝のフラ

ンツ・ヨゼフの肖像画があり、その反対のサイドに皇妃エ

リザベートの有名な肖像画があります。ウィーンの王宮に

もエリザーベートの肖像画があります。ホテルのスタッフ

に聞くと二つとも当時の宮廷画家・ヴィターワルターの描

いたもの二つとも「本物」だと言っていました。さすがパ

プスブルグ家の迎賓館として建てられたもので建物は重厚

そのものです。日本でも悲劇の皇妃エリザーベートの展覧

会が時々開催されています。必ずヴィンターワルターの描

く后妃の肖像画がバンフレットなどで見られます。元旦の

朝に４階の部屋に帰る前に、皇妃エリザーベートの肖像画

の前を通るのでここで記念撮影をします。

　油絵の前でフラッシュ付きで写真を撮るのは気が引けま

すが、折角の機会と仲間内で撮り合いします。私たち６人

でいた時には宴会帰りの外国の人がシャッターを押してく

れました。正装した外国の夫婦は今度は私たちもシャッタ

ーを押してくれと頼まれる事が何回もありました。私達だ

けでなくてアメリカやドイツから来た宿泊客も「シャッタ

ーを押してくれ」と依頼されます。皇帝よりも皇妃の肖像

画のほうが人気が高いようです。
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※執筆者 HP＜サラリーマンのための年金コーナー＞に「市

川の旅の記録」を掲載中

http://homepage3.nifty.com/ichikawa/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◇田舎暮らし(61)＜ 自然の蘇生力 ＞【中野信吾】

─────────────────────────

　昨年の３月に報告した「山火事」の現場を暮れに歩いて

きた。事故があってから現場を見てきたが、もっとその奥

へは踏み込んで見ていなかった。気がかりになっていたの

で、重い腰を上げたというしだいである。それと、山に登

ったついでに松の枝でもとって正月のお飾りにしようとい

う魂胆もあった。

　山の斜面の山肌は長年の落ち葉の堆積でスポンジのよう

になっている。ことに松葉は腐りにくい。枯れた木の根や

岩の割れ目に積もった落ち葉、ことに松葉は乾燥していれ

ば良く燃える。松葉は囲炉裏やかまどに火を起こすときな

ど、よく燃えるために火付けの「点け木」として重宝した

ものだった。こんな材料だから火が出たら一溜まりもない。

火を消したかのように見えても、くすぶっていて直ぐに発

火する。現場は黒く焼けた跡が辺り一面に広がっていて、

火勢の強さを物語っている。一抱えもある松の大木の幹や

山肌が露出している箇所でも窪んでいるところなど、火が

這っていった跡が今でも生々しく残っている。火事のため

に藪になっているところは燃えてしまって、かえって歩き

やすくなった箇所もできていた。大木の下の藪ぐらいの高

さの木は、火勢の勢いで燃えてしまい見通しが良くなって

手入れの手間が省けたといえるところもある。

　木々が芽吹いたころ、被災した松の葉は赤茶けた色をし

ていた。でも、夏場を過ぎたころからその色もだんだん周

囲の色に溶け込んでいったように思える。いったんは火で

焦がされた木の幹だが、中までは火が入っていなかったた

めにしだいに新芽に入れ替わっていったものだろう。周囲

の樹木の成長からは若干の遅れがあると見られるが、いび

つながらも過酷な条件を克服してきたように思える。今年

の冬は寒さがことさら厳しい。これから春一斉に木々が芽

吹くときに周囲と比べて遜色なければよしとしなければな

るまい。

　火事場を見回っていて気付いたことがある。それは消火

のために現場まで道のないところを歩きやすい場所を求め

て人が幾度も行き来した。そのために、木が倒され山肌が

むき出しにされてしまった箇所が随所に見られたことだ。

また、消火のためにホースを何箇所もつなぎ、出来るだけ

山頂近くまで延ばそうとするあまり、特定の場所だけが踏

みつけられ傷みつけられる。止むを得ないといえばそれま

でだが、地肌が出て荒れてしまったことのほうが大きい。

山肌を元に戻すまでにどれぐらいの時間がかかるのか。こ

の人為的な過失のほうも、山の荒れかたからすれば見過ご

すことはできないだろう。

　かつてこの山はマツタケが取れた。割合に手入れが行き

届き、キノコ取りで山中を歩き回るのが楽だった。だが長

い間手入れを怠ったために山は荒れてしまった。こんなと

きに今回の災難に遭遇した。以前のように山の恵みをもた

らしてくれるようになるまでには、まだ相当の時間が必要

かもしれない。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◇辛口コラム【増山榮太郎】

───────────────────────── 

※著者は、南米パタゴニアに旅行中につき休載。旅行記を

お楽しみに！

「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(61)＜ ランニングの道連れ ＞【 Lagoon

 】

─────────────────────────

　＜3 万人の東京マラソン 2008＞はたいへんな盛り上りよ

うだった。たがかマラソンに！とは思うのだが、それなり

に時代のニーズに応え、また儲かるセクターがいるという

こと。

　たしかに、週 2 回の代々木公園コースのランをしていて

も、うら若き女性ランナーと行き違うことも多くなりラン

ニングがファッションになっていそうである。先週など、

新宿中央公園横を走っていたら「東京マラソンにでるんで

すか？」と声をかけられて、なんか出場しないとランナー

として一人前じゃないような按配だった。

　なんと訊かれたのはランニングウェア姿の＜松ちゃん＞

こと松村邦洋さんで、成り行き上、代々木公園までご一緒

に走りませんか??と誘ったら「行ってみよう！」だったの

で、かなりペースを落として世間話をしながら参宮橋近く

までペア・ラン（時間の関係か？彼はそこから帰路に）。

　マラソンランナーさんは身近にもたくさんいて、一家中

でお世話になっているサンブライト・クリニックの I 医師さ

んなんかもしっかりホノルル・マラソン出場のベテランで

した。上海駐在中のうちの長男も今年の上海マラソンに参

加したそうで、そのうち一緒に走ってみたいものだ。
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※ブログ"つれづれ-プレイバック" http://titoh44.blog29.fc2.

com/blog-entry-732.html より転載

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

会員短信　【恐縮ですが、メールから勝手にご紹介】

───────────────────────── 

◇キャンパスへぶらりと

　中古のカメラを買ったので、試し撮りにと大学へ行きま

した。受験とは知らずに行ったので、キャンパスには入れ

ずちょっとがっかり。昔はもっと遅かったような。大隈講

堂が父兄控え室になっていました。大学受験で父兄？と、

思いましたが、中にはいると結構いるんですね、これが。

自分の時代とちょっと違う世代でした。

　大隈講堂の椅子は座りやすくなりましたね。募金の銘板

に高田さんの名前を見つけました。私は次回のに載るはず。

（小岩 2/17）

◇モロッコの旅

　普通のコースは、マラケシュ・フェズ・カサブランカラ

バトなどでしょう。「さざんかの道」でも紹介したように

「アィト・ベン・ハドゥ」にも行きました。マラケシユの

フナ広場は金曜日の夕方でした。NHK の TV が何回も繰り

返し放映しているだけあって　凄いものでした。カメラや v

ideo はうまく撮らないと　直ぐに店の若者が見つけて”チ

ップ”を取りに来ます。隠れて撮影したのでしたが、向こ

うは上手。支払いました。迷宮のフェズも良いが　ここは

　お祭り広場　この晩のショーも鉄砲の硝煙とともに迫力

あります。

　サハラ砂漠の入口にも行きました。変わった　凄い眺め

です。カメラにご注意を。二人のお嬢さんが落としただけ

で（衝撃は少ないはず）ダメにしました。所謂　バカ・チ

ョンのカメラでしたが…ここの「らくだ」の「うまかた」

らくだを引っ張る男、JTB ガイドの「チップ要求無し」に

も拘らず砂山の影に連れて行き　安物の品物を売れつけた

とか。私は敢えて歩いたが砂の上の歩きは草臥れました。

（嫌な思いはしなかったが　歩きにくかったです）いつも

のように最終の地カサブランカで団体と別れ　チュニスに

行きました。ここのカルタゴ遺跡を見たくて。ドッガ遺跡

やチュニスのバンドー美術館のモザイク絵も見ました。

（市川孝二 2/18）

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◇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「双六－近代日本の世相－」  

【日時】2008/2/9（土）-2008/3/8（土）10:00-18:00（閉室

日：2/10 ・ 2/11 ・ 2/24 ・ 3/2）  

【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：早稲田大学文化推進部

【URL】http://www.waseda.jp/cac/ex125_20080209.html 

BNC フォーラム「コンテンツ創造、流通の未来」  

【日時】2008/2/22（金）13:00-18:00  

【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・要事前申込み

※申込み方法：ご参考 URL をご参照の上、参加登録フォー

ムよりご登録下さい。（当日参加も可能です）  

【問合せ】主催：早稲田大学国際情報通信研究センター/早

稲田大学大学院国際情報通信研究科

          問合せ：早稲田大学 GITI/GITS 事務所　〒367-0

035 埼玉県本庄市西富田 1011

【URL】http://www.giti.waseda.ac.jp/GITI/bncforum/ind

ex_ja.html 

魅力ある大学院教育イニシアティブ　国際シンポジウム

「グローバル化時代における法理論創造　－法学研究者像

の探求と研究者養成－」（同時通訳あり）  

【日時】2008/3/1(土) 9:00-17:30 

　　　　2008/3/2(日) 9:20-17:30  

【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・直接会場へ 

【問合せ】主催：早稲田大学大学院法学研究科

　　　　　問合せ：魅力ある大学院教育イニシアティブ事

務局（高等研究所内） 

【URL】http://www.waseda-law.jp/events/index.html
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国際シンポジウム「Stage to Screen ―演劇から映画へ

―」  

【日時】2008/3/3（月）14:00-17:00

　　　　     3/4（火）10:00-17:30

             3/5（水）10:00-13:00 (事前予約制)  

【会場】3/3、3/4：小野記念講堂（西早稲田キャンパス 27

号館地下 2 階）

　　　　3/5 ：東京国立近代美術館フィルムセンター小ホ

ール 

【対象】学生・教職員・一般 

【参加方法】入場無料・直接会場へ　※3/5 のみ事前申込み

が必要です。　申し込み方法はご参考 URL をご覧下さい。

【問合せ】 主催：早稲田大学演劇博物館グローバル COE

プログラム演劇・映像の国際的教育研究拠点

　　　　　 問合せ：早稲田大学坪内博士記念演劇博物館

グローバル COE 事務局 TEL:03-5286-8110 

【URL】http://www.waseda.jp/prj-gcoe-enpaku/20080303.

html

早稲田大学アジア研究機構　第１回　次世代国際研究大会

「アジアの教育問題－国内格差と国際移動」※使用言語：

日本語  

【日時】2008/3/7（金）13:30-18:00  

【会場】西早稲田キャンパス 19 号館 3 階 309 号室  

【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

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

html

第 3 回早稲田大学 21 世紀 COE－東京都心身障害者福祉セン

ター合同シンポジウム

「ロボット技術を応用した福祉機器の研究開発の成果と社

会への還元」 

【日時】2008/3/10（月）13:00～17:00  

【会場】リーガロイヤルホテル東京  （〒169-8613 東京都

新宿区戸塚町 1-104-19 ）

【対象】福祉、介護分野の関係機関・事業者・研究者・学

生・一般

【参加方法】入場無料・要事前申込み　

※申込方法：FAX で　１.シンポジウム参加申込　２.所属　

３.氏名　４.電話番号を明記の上、東京都心身障害者福祉セ

ンター地域支援課 FAX03-3203-9742 までお申し込み下さい。

※車、車いすご利用の方はご連絡下さい。 締め切り：3 月

3 日（月） 

【問合せ】主催：早稲田大学 21 世紀 COE プログラム「超

高齢社会における人とロボット技術の共生」、

東京都心身障害者福祉センター

問合せ：東京都心身障害者福祉センター　電話 03-3203-614

1　担当：山崎 

【URL】http://www.fujie.mech.waseda.ac.jp/3rd_symposi

um/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

事務局からお知らせ　　　　　　　　　　　配信数 77

───────────────────────── 

【音楽芸能部会】2/23 早稲田グリークラブ送別演奏会 を

聴く会 

昨年 100 周年を迎え中野稲門会の新年会で絶唱してもらっ

た早稲田大学グリークラブの歌唱を楽しみます。特別曲

「東風」には大隈重信さんの言葉が織り込まれています　

聴きものです。

演奏会名：早稲田大学グリークラブ卒業生のための送別演

奏会

日　時：2/23（土）　16:30pm 開場　17:00pm 開演　19:00p

m 頃まで

会　場：杉並公会堂、杉並区上荻 1-23-15　　TEL:03-3220-0

401

入　場：無料

懇親会：終了後、会場出口でお待ちください

幹　事：萩原博茂

新企画【フィットネス講座】へご参加ください

会員の皆さんのご家族もご一緒にお気軽にご参加ください。

日　時：2 月 24 日（日） 12:00-14:00

会　場：TAC（東京アスレチッククラプ）2F 体育室

集　合：12:OO　TAC 2F ﾛﾋﾞｰ

テーマ：「家庭で出来るフィットネス」及び「正しい歩き

方」

講　師：TAC インストラクター

会　費：2000 円

服　装：運動しやすいスポーツウエアー（Ｔシャツ、ポロ

シャツ、スパッツ）

シューズ：運動靴、ランニングシューズ等

申込み先：横沢国夫　TEL 03-3369-5985

【スポーツ観戦同好会】年次観戦企画会議（3 月 1 日）へご

参加ください

平成 20 年度の早稲田スポーツ観戦の年次観戦企画会議を開

きます。

日　時：平成 20 年 3 月 1 日（土）5:30～7:30

場　所：香港亭（電話 3388-2008、中野駅北口の中央三井信

託銀行の向かい,会費は約３千円程
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打合事項：観戦したい早稲田スポーツについて

世話人代表：篠本京二[TEL ・ FAX:03-3386-1075]

【早稲田大学校友会　東京都 23 区支部大会】講演会・懇親

会

日　時：3 月 21 日（金）　18:00～21:00（17:30 開場）

会　場：リーガロイヤルホテル東京

参加費：10,000 円

【第１部】 講演会　18:00-19:00

　　講演：元総理大臣　森喜朗　衆議院議員

【第２部】 懇親会　19:15-21:00

　　「森元首相・白井総長・瀬下代表幹事を囲んで」

　会場：ロイヤルホール（３階）テーブル着席

　演奏：「ハープとフルートの二重奏」早稲田大学交響楽

団員

申込先：幹事長高田さんへご連絡ください　3 月 5 日〆

─────────────────────────

★今号配信後、編者不在となるため、訂正等があった場合、

対応が後日となります。すみません

★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 3 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】━━


