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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 ＜ 残り雪 春さがし ＞

─────────────────────────

透きとおる　冬をたづねて　北の旅　【狸の意味深翁】

残り雪　小樽運河は　クリスタル

冴え返る　小樽ガス灯　燈る夕

雪解けや　肌スベスベと　登別

大沼に　白鳥飛びて　春一番

洞爺湖や　サミットまじか　雪深し

燈る火や　函館山に　雪残る

房総に　春をさがして　花時間

ポピー野に　彩(いろどり)添える　海の青

春うらら　海道の先　菜の花や

弥生なり　フェリーの航跡　かもめ鳥

日溜まりに　可憐な菫　春紡ぐ　

こんにちわ　春もつとめて　すみればな　【シグ子】

あ　と　氣づく　四月の桃と　三月の梅

　　※櫻はその時期に楽しみたいと思っています

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◇夢魂（むたま）川柳 (37) 【家元 ひがし】

─────────────────────────

　　　舟 命 二つに割ってイージーゴーイング　

　　　本命から「GIRI」とかかれたチョコレート

　　　逃亡はかなわず琥珀の硝子干し

　　　神様が突然メールですぐ来いと

　　　生きるもの生ける意味問い死は問わず

　　　来客があればその日は床が見え

　　　新しさ追ううち何が新しき

　　　お月様ついて来ないでボクのウチ

　　　裸の王女様なら見に行くよ

　　　蝉時雨日傘をさして耳宿り

★御礼★

2 月 7 日「江戸のまちと川柳」の講演会に申込みより 3 倍の

方々お出でいただき、心よりお礼申し上げます。

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

了

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◇海外旅行の変わった話(73)＜ウィーンの大晦日-6＞【市川

孝二】

─────────────────────────

　大晦日の朝は環状道路のリングにて市民マラソン大会が

行われます。インペリアル前には多数の参加者で一杯です。

スタート地点はインペリアルの斜め前のグランドホテル

（当時は全日空系列だった）です。スピーカーがなにやら

宣伝その他を「がなりたてて」うるさい位です。ホテルの

人に聞くと参加費は安くありません。

　恒例の大晦日年中行事に参加できることに意義があると

か。「慈善寄付込み」の参加費です。したがってトラムは

その時間は運休です。犬を連れて走る人、「ぬいぐるみの

仮装姿」で走る人など、お祭り騒ぎです。皆さんゼッケン

は着けています。優勝者の決め方は、身に着けたコンピュ

ーターで測るのです。記録が目的の人は全力で走りぬき 10

分ほどで環状道路（市電の軌道敷）を１週します。スター

ト地点でも２分位いかかる大人数です。私達はこの騒ぎを

チラリと見て近くのマーケットでお正月用品を買う人たち

を眺めることにしています。しかし、大晦日では買い終え

たのか 30 日に行った時よりも人数は多くありません。その

土地のマーケットは面白い風景です。

　なにしろ、国立劇場の「こうもり」観劇と後のガラ・デ

ィナーを控えており、体力を温存しておきます。ある時ホ

テルを出る時に、東京・帝国ホテルからの出向日本人スタ

ッフがニューイヤー・コンサートの会場である、「楽友協

会」内部見学会のチケットを貰いました。申し込んだ人が

キャンセルしたので回ってきたわけです。ホテルの直ぐ隣

がその建物です。参加者は約 50 人位でした。引率者はドイ

ツ語組と英語組の二組に分けたので英語の組に入りました。

有名な「黄金の間」の大ホールと小ホールである、「ブラ

ームス・ホール」などをガイド付で始めて見学しました。

明日元旦でニューイヤーがあるので、生け花は引き抜かな

いようにと注意されました。この生け花は元旦のニューイ

ヤー後は引き抜き OK になっています。小ホールには初め

て入りました。ここの窓から見ますと、ホテルの 221 号室

（私たちの宿泊した部屋）は目の前です。と言うことはブ

ラームス・ホールはこの建物の４階であることが判りまし

た。この時の英語組の説明は発音が分かりやすくて助かり

ました。しかし、楽友協会「友の会」入会の勧誘には賛同

しませんでした。東京住まいなのでメリットなしですから。

※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/　　　　　　　了
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◇田舎暮らし(62)＜ 危機対策で ＞【中野信吾】

─────────────────────────

　3 月も半ばを過ぎると、日陰の山肌は一部残る雪ぐらいで、

平地は春の農作業を待つ姿がのぞかせてきた。今年は例年

になく雪の多い年だった。昨年の台風 9 号で倒木となった

大きな唐松や杉の木は山の斜面にそのまま放置されている

のが望見できる。台風 9 号が残して行った風雨による傷跡

は集中的にこの地区に多かった。

　

　今までこのような大きな被害はなかった。平穏でのどか

な生活を送っていた「つけ」が回ってきたのかもしれない。

「自然豊かな環境に恵まれた」といえば、「いいところで

すね」という返事を聞かされる。しかし、自然が作り出し

た環境が厳しかったからこそできたのだともいえる。私の

住む少し上の集落で台風 9 号のときに増水で濁流となった

川の中で、巨大な岩石がくるくると回転していたという。

その場所は山の稜線から谷筋に伸びる尾根に大きな岩石列

がある。よく九州の耶馬溪になぞらえられてきたところだ。

その尾根の末端にある一つの岩が崩れて川床に落ちた。岩

は増水した濁流の中で回転しているが重いために流されな

かった。もし流されていたら川の流路を塞ぎ、思わぬとこ

ろが洪水の被害にあったであろう。自然の造形にも限界は

あるのだから、もろさも崩れるのも早いし被害も大きなも

のになる。

　

　自然の景観が良いところに住むということは、逆に危険

な場所の中に住んでいるということかもしれない。交通の

便が良くなってきたおかげで、人々はいろいろなところへ

進出している。開発が進んだために、自然のルールを無視

してしまった。人がいなければ被害とはいわないであろう。

自然とのバランスを欠くと被害が起こる。最近の自然災害

は、一度起こると大きな災害をもたらしているようだ。各

地で災害が起こっているのに接すると、どうも自然との共

存が図られていないのかもしれない。こちらは人災かもし

れないが、人々の生活の変化にも一因があるのだろう。昔

は地盤の悪いところに家は建てなかった。建てるとなれば

土地の人とか、古老に聞くだろう。また、古い地図の中に

も災害に関した地名が隠されている場合もある。住宅密集

地が増えている。家の構造にも問題がある。人が増えれば

交通量も増える。だが、その地域に昔から住む人と後から

やってきた比較的新しい人とのコミュニケーションがうま

くかみ合わない。同一の地域の中で共同生活をしていくわ

けだから、双方ともども生活の変化にズレがあることを気

付くことも大切なのだ。

　

　このあいだ集落全体が俯瞰できるところから撮られた写

真を見せてもらった。古い家並みの外側に新しく建てられ

た家が点在している。人口増もあるだろうが、河川に近い

場所まで新築の家が進出している。集落周辺の土地利用も

休耕地が増え、水田などが減っている。また、集落の周囲

の急傾斜地や河川の流路でネックになっているところなど、

チェックしておく必要箇所が幾つもあるようだ。災害は忘

れたころやってくる。前年の台風 9 号は集落全体が危険な

箇所を再度点検する機会を与えたようにも思える。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◇辛口コラム(25) ＜美名の下にうごめく各国エゴにご用心

＝軍縮会議を思わせる洞爺湖温暖化サミット＞【増山榮太

郎】

───────────────────────── 

　今年は、地球温暖化の年である。今年４月からわが国は

京都議定書に定めれれた温室効果ガス（二酸化炭素など）

の削減目標に向かって実行段階に入る。また、７月７日か

ら地球温暖化を主要テーマにする洞爺湖サミットが開かれ

る。議長国・日本の福田康夫首相は、１月のだボス会議で

早々とわが国の地球温暖化に臨む基本方針を打ち出した。

否が応でも地球温暖化問題には世間の関心は集まる。

　それはそれで大いに結構なことだが、実は温暖化防止と

いう誰も抗えない美名の下に各国のエゴがうごめき合い、

ヘタをすればわが国は飛んでもない重荷を押しつけられか

ねないのだ。それはさておき地球温暖化の事態とはどんな

ものか、未来の地獄図絵を眺めてみよう。

◆日本全土にマラリア蔓延

　お江戸日本橋に高潮は襲いかかる。マラリアが全土に蔓

延し幼児の予防注射が間に合わない。コシヒカリの産地が

ドンドン北上し北海道コシヒカリがブランドになる。正月

用の荒巻の塩鮭は食べられなくなる。

　だが、そんなことはまだ、序の口。アル・ゴア前米副大

統領が書いた「不都合な真実」を読めば思わず肌にアワが

立つ。ゴア氏は長年の地球温暖化防止活動に貢献したこと

と、この著書でノーベル平和賞受賞に輝いた。その著書の

内容を少しばかり紹介してみたい。

「地球の津々浦々でー陸地でも、水中でも、溶け行く氷や

雪、熱波や旱魃、ハリケーンの目にも、避難民の涙の中に

もー自然の循環が基本的に変わりつつことを示す、否定で

きない証拠がどんどん積み重なっていく。その様子を地球

は目の当たりにしているのだ」

　とゴア書きつつ写真と映像でその実態を次々と明らかに

する。地球を取り巻く大気は薄い。大気の中の温室効果ガ

スの働きで太陽から降り注ぐエネルギーを適当に遮断しつ

つ地球上は生物にとって生活しやすい適温をもたらしてく
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れる。だが、工場や電力、自動車の増加など人間が排出す

る温室効果ガスの増加で地球の大気の組成はいとも簡単に

変化する。その結果、地球の温度が暴走し出すというのだ。

それによってどんな変化が地球上に起きるのか。山岳氷河

はほぼ例外なく溶けつつあると、ゴアは警告する。かつて

万年雪と氷河に覆われたキリマンジャロの頂上は今や一片

の氷片しか残っていない。ヒマラヤもグリーンランドもス

イスの氷河も溶けて縮小しつつある。78 年前、山岳地帯の

殆どを埋め尽くしていた南米パタゴニアのウプサラ氷河が

今や一個の湖水に変わり果てた。その姿を２枚の写真の比

較でわれわれに提示する。北極や南極、あるいはグリーン

ランドの氷が溶け出すと世界中の海面は 5,6m 上昇する。多

くの土地が海中に没し、世界地図は描き直さなければなら

なくなる。既に南太平洋のツバル共和国は水没の危機にさ

らされている。海面の温度上昇で暴風雨は益々凶暴化し多

発化している。気候変動によりこの 25～30 年の間に 30 ほ

どの”新しい病気”が出現し、また、一度抑えたはずの昔

の病気も再び猛威を振るい始めている。そしてゴアは言う。

「気候の危機に関する真実は、自分たちの暮らし方を変え

なくてはならない『不都合な真実』なのだ」と。

◆ポスト京都議定書へ向けて

　まさにゴアの警告の通り地球温暖化の脅威は日増しに増

している。1997 年、国連主導のもとで京都で開かれた「第

３回気候変動枠組条約締約国会議」（COP3）では加盟国は

国別に温室効果ガスの排出制限枠を課す議定書に調印した

（京都議定書）。この会議は、各国の利害がからみ合い最

期まで紛糾し、議長国日本は会議をまとめるのに大変な苦

労をした。このため率先して過剰な制限枠を自らに課し模

範を示したのはいいが、それは 2008 年４月から２０１２年

までに基準値（1990 年）の 6%を減らすというもの。日本は

省エネ技術開発で欧州連合（ＥＵ）などに比較して温暖化

対策の先行国だだけに６％の目標値設定はかなり高めの数

字だった。事実、政府や産業界から目標達成は不可能とい

う声も上がっている。一方、排出大国アメリカは条約批准

を拒否し、議定書から離脱し（その後復帰）、高度経済成

長を続ける中国やインドは開発途上国を理由に制限枠から

免れた。つまり各国はエゴ丸出しで国益を守り、独り正直

者ニッポンがソンしたと言えなくもない。

　そして、いよいよ洞爺湖サミットである。ここでは 2013

年以後ののポスト京都議定書へ向けて先進国同士の腹のさ

ぐり合いが始まる。確かにゴアも言うように温暖化防止は

人類の義務である。その大義名分には誰も抗えない。筆者

が軍縮会議と同じだと言ったのはこのことだ。平和の美名

の下に軍縮に反対するものはいない。しかし、ワシントン

会議、ロンドン海軍軍縮会議では台頭する新興国日本に対

する建艦制限の性格が濃かった。当時の浜口雄幸内閣はこ

の条約に調印したため首相自身が右翼主義者に狙撃された。

こんな古い話を持ち出すのも議長国として功を焦ったがゆ

えに不利な条件を飲んだ京都議定書の二の舞を懸念するか

らである。

　福田首相は、洞爺湖サミットでは温室効果ガスの公平な

国別の削減目標を提唱するが、各国の思惑は複雑だ。米国

は目標値に縛られるのことに反対し、EU は一見高い目標値

を提唱しつつ、それを日本などに押しつけ産業競争力弱化

を狙っているフシもある。一方、排出やり放題の中国、イ

ンドは今のままで逃げ切ろうとする。その意味では、地球

温暖化防止という理想追求と国際政治の苛烈な現実をどう

裁き切れるか、議長国日本の福田首相の手腕が問われるの

だ。（執筆者＝増山榮太郎・政治ジャーナリスト「『カレ

ント誌』4 月号より引用）

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◇辛口コラム(26) ＜民主党はそれほど悪いか＝政府与党の

走狗と化した全国紙＞

　編者注：今号では増山さんより 2 本の寄稿がありました

…気力十分ですね!!

───────────────────────── 

◆権力の中心は移動した

　日銀総裁人事をめぐる民主党の対応の評判が悪い。特に

民主党が政府与党の推す武藤敏郎日銀副総裁の総裁昇格案

を拒否した時の全国紙社説は、与党一辺倒の読売や産経は

ともかく、一見、野党寄りと見られた朝日までが、民主党

に非を鳴らした。彼らは、武藤を最善の適格者と褒めそや

し、これを拒否した民主党など野党をくそみそに非難した。

　だが、待てよ。

　武藤が、日銀総裁としてベスト的人材かどうか、それ自

体問題だが、何よりも政府与党のやり方に声援を送った全

国各紙の欠落視点は、日本の権力の中心が移動した厳しい

現実を直視していないことだ。

　それは、昨年７月の参院選挙の結果を見れば分かる。民

主党の圧勝である。これが何を意味するのか？国民の総意

が、民主党政治を信任したのだ。

　衆院で自公連立与党が、３分の２を取っているという反

論もあろう。だが、それならば、小泉内閣はともかく、安

倍、福田内閣は国民の信任を得た内閣だろうか？彼らは、

一度も解散、総選挙で国民の信を問うたことがない。もし、

彼らが解散・総選挙して国民多数の信任を得たならば、権

力の中心が政府与党にあると言って良い。しかし、今なお、

政府与党は解散を拒んでいるのだ。

　その結果は、「衆参ねじれ現象」をもたらしている。そ

れも、ズバリ言えば、政治の権力は、直近の国民の信任を

得た民主党にあると言っても間違いないのだ。
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　従って、事前に民主党が拒否することが分かっている武

藤を推してくる福田首相や与党幹部は、この現実を知らな

いのか、知っても世論の支持を当てにして、あえてゴリ押

したと言えよう。

　民主党の拒否の理由がどうであれ、拒否は当然である。

非は、民主党にはない。事前に民主党の拒否を知りながら、

武藤をごり押しした福田首相にある。武藤こそ、いい面の

顔だ。さらし者になったからだ。

◆武藤昇格は最適の人事か

　全国各紙は、武藤副総裁の昇格人事をベストと褒めそや

した。ホントにそうか。彼は「ミスター財務省」と言われ

た男だ。

　なぜ、財務省で実力派と言われたのか？それは、自民党

議員に太いパイプを持っていたからだ。国会議員は選挙区

に弱い。武藤は、それに目をつけ、議員の選挙区のために

「箇所づけ」というモノをやる。つまり、予算をつけるの

だ。道路であったり、公民館であったり、橋であったりす

る。「オラが先生サマのお陰だ」と地元民は喜ぶ。

　彼は主計官時代からこの「箇所づけ」をフルに活用した。

と言っても、このカネ、自分の財布から出たのではない。

税金だ。そんな男が、日銀の独立性を守れるはずがない。

今後、財務省と日銀は、ツーカーの間柄になる。これが財

務省の狙いでもある。そして政府与党も同じ穴のムジナだ。

　今回の人事は、「財務省人事」と言われているように、

「日銀は財務省の貴重な天下り先」だ。これを失えば、今

後、財務次官の天下り先は、一つなくなる。彼らが、福田

を通じて執拗に次官経験者を押し込もうとした魂胆が見え

透いている。福田のノーテンキは、それに易々の乗せられ

たしまったことだ。

　今、官僚に対して世論の目は厳しい。福田は、そのこと

知らないはずがない。にもかかわらず、しかも民主党の反

対を事前に知りながら、次官経験者を押し込もうとしてき

たのだ。福田は、財務省に何か大きな借りでもあるのか。

そう疑われても仕方がない。

◆首相の空白と総裁の空白、どちらが重いか

　マスコミ各紙は、民主党の反対で日銀総裁のポストが空

白になると、一斉に非難の論陣を張っている。確かに、今、

アメリカのサブ・プライム・ローンに端を発して、世界の

金融事情が混乱している。だからと言って、日銀の機能が

ストップするわけではない。有能な日銀マンはわんさとい

る。副総裁になった白川方明京大大学院教授でも、総裁は

立派につとまる。それが、何で空白期間の非を鳴らすのか。

　ならば、借問したい。

　全国紙の論説諸君よ。キミら、安倍退陣、その後の自民

党総裁選で１カ月近く日本に総理大臣がいなかった期間が

あったことを、どう考えるか？そのとき政治空白として、

キミら、政府与党の非を鳴らしたのか。

　少なくとも、日銀総裁より総理大臣の地位の方が重い。

戦争ともなれば、総理大臣は陣頭指揮をする。それだけの

権限も責任もある。だが、キミら、そのことを当時、論説

で書いたか。政府与党のやることが良くて、野党のやるこ

とがすべて悪いと決めつける、キミらにジャーナリストの

精神、スピリットがあるのか。批判精神を忘れたら、その

瞬間でジャーナリストではなくなる。まさに政府与党の走

狗になり果てたとしか、言いようがない。（執筆者・Ｘ＝

元ジャーナリスト） 

「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/ 

了

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◇今月のへぇー(62)＜ 首都高の渋滞長が 2 割削減?! ＞【 L

agoon 】

─────────────────────────

　昨年 12 月に山手通地下に開通した首都高中央環状・新宿

線の効果はどんな按配かと調べたら、首都高のプレス・リ

リース（山手トンネル開通後の利用状況：20 年 2 月 22 日）

に説明がありました。

http://www.shutoko.jp/company/press/h19/080222-1/ind

ex.html

　骨子は＜東京線の平日の渋滞ピーク時（11 時）の総渋滞

長は、開通前：約 46 ㎞、開通後：約 36 ㎞となり、平均約 2

2％削減＞となる。100 台分の長さの渋滞長が 80 台分ぐらい

になったということで、渋滞に突っ込んでいる当事者には

実感がなさそうなレベルではあるが、劇的改善はありえな

いので、まずまずの効果があったわけだ。

　実質的には 4 号新宿線の朝の上りで霞ヶ関トンネルへの

渋滞が緩和される効果が最も顕著のはずのように思う。

おまけ：ブログ"つれづれ-プレイバック"にはモロッコの旅

を掲載しました。

http://titoh44.blog29.fc2.com/blog-entry-748.html

了
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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/mnewsd.txt に他情報もあ

ります

─────────────────────────

企画展示「坂本万七　新劇写真展」  

【日時】2008/3/1（土）-2008/3/25（火）10:00-17:00

（火・金は 19:00 まで）

　　　　※会期中の休館日 3/20（木）  

【会場】早稲田大学坪内博士記念演劇博物館　 

【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/2008mans

hichi.html

企画展示 現代演劇シリーズ「維新派という現象」  

【日時】PART1：2008/3/1(土)～2008/8/3(日)

　　　　PART2：2008/6/2(月)～2008/8/3(日)10:00-17:00

（火・金 19：00 まで）

        ※詳細は演劇博物館 HP をご参照下さい  

【会場】早稲田大学坪内博士記念演劇博物館　 

【対象】学生・教職員・一般 

【参加】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/2008ishinh

a.html 

創立 125 周年記念展示「早稲田と同志社－新島襄の弟子た

ち」  

【日時】2008/3/22（土）-2008/4/26（土）10:00-18:00（日

曜休館）  

【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】共催：早稲田大学文化推進部、同志社大学同志

社社史資料センター  

【URL】http://www.waseda.jp/cac/ex125next.html

企画展示「六世 中村歌右衛門展～父から受け継いだ役々

～」  

【日時】2008/3/25（火）-2008/4/27（日）10:00-17:00

（火・金 19：00 まで）  

【会場】早稲田大学坪内博士記念演劇博物館　 

【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/2008utae

mon06.html

 

企画展示「現代能・狂言面作家展」  

【日時】 2008/4/1（火）-2008/4/21（月）10:00-17:00

（火・金 19：00 まで）  

【会場】 早稲田大学坪内博士記念演劇博物館　 

【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：現代能・狂言面作家展世話人会

           協賛：（社）日本能学会・（社）能楽協会  

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

比較法研究所公開講演会第 17 回「カネと銃と弁護士の投

入？－法整備支援の問題点」

講師：ヴェロニカ・テイラー氏 （ワシントン大学ロースク

ールアジア法センター所長・教授）

世話人：戒能通厚氏（早稲田大学法学学術院・法務研究科

教授、比較法研究所研究員）  

【日時】2008/3/21(金) 18:00-19:30  

【会場 西早稲田キャンパス 8 号館 3 階大会議室  

【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】早稲田大学比較法研究所  

【URL】http://www.waseda.jp/hiken/index-j.html 

講演会「助長者責任－他人の不法行為を助長することによ

る故意のない共同責任－」

講師：ハンス・ユルゲン　アーレンス氏（オスナブリュッ

ク大学教授）

通訳：一木孝之氏（國學院大学准教授）  

【日時】2008/03/24（月）14:00-16:00  

【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２１世紀ＣＯＥ《企業法制と法創

造》総合研究所  

【URL】http://www.21coe-win-cls.org/project/activity.ph

p?gid=10034

 

講演会「Streit im Sein. Zum Kunstwerkaufsatz Heidegge

rs.」※通訳あり
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講師：ダミール・バルバリック氏（ザグレブ大学教授） 

【日時】2008/3/28（金）14:00-16:00  

【会場】戸山キャンパス 39 号館第 7 会議室　  

【対象】学生・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  

講演会「Wie aktuell ist Heideggers Humanismusbrief?」

※通訳あり

講師：ゲオルク・シュテンガー氏（ヴュルツブルク大学准

教授） 

【日時】2008/3/28（金）16:00-18:00  

【会場】戸山キャンパス 39 号館第 7 会議室　  

【対象】学生・院生・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

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

事務局からお知らせ　　　　　　　　　　　配信数 77

───────────────────────── 

☆明日 3/21 の「東京都 23 区支部大会、講演・懇親会」に

ご出席予定の皆さま、よろしくご参加ください。

17:30 開場、リーガロイヤルホテル東京

【URL】http://homepage3.nifty.com/waseda23/23sibutai

kai.htm

☆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 4 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】━━


