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◇なかとう句会 ＜ 皐月の薫り ＞

─────────────────────────

春台風　すぎてツツジの　紅冴えて　【狸の意味深翁】

アスパラの　白と緑と　五月風

透んだ黄や　グレープフルーツ　春香る

プチトマト　初恋記念日　飾り切り

通りゃんせ　くぐるトンネル　青もみじ

朝掘りの　筍さしみに　すすむ酒

夏立ちぬ　新茶たしなむ　歳となり

こいのぼり　ひくく泳ぐや　つばくらめ　【シグ子】

ジャスミンの　香りも逝きて　春重し

ジャスミンの　香りも薄し　春が逝く

あげは蝶　しじみ　もんしろ　紋黄蝶

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◇夢魂（むたま）川柳 (39) 【家元 ひがし】

─────────────────────────

　　　食べ残し一杯食わせ吉凶に

　　　13 万　竜とナマズでアリンコ死

　　　見せパンか　やっと見えてもオッパッピー

　　　桃李杏見まがう　それは木瓜

　　　取説のいらない嫁に唯感謝

　　　生き過ぎてガンとボケが連れだって

　　　川柳の点滴受けて黄泉帰る

　　　努力って夢と現つの攻めぎ合い

　　　薫風は五月のナポリも吹くのかな

　　　吾が妹背心の水位連通管

★先月号の「片眉で下りて乗り換えもう片方」紐解き

　ある日の夜、中央線で向かいの座席の娘が片方の眉毛を

描き、新宿で向かいのホームの山手線に乗り換え、又私の

前に座りもう片方の眉毛を描き終わりました。

★投句コーナー　今月の秀句　関口輝夫氏

「棚落ちて何か乗せたと聞く大工」

★カンツォーネライブのお知らせ

　5 月 31 日（土）と 6 月 1 日（日）の連夜、岐阜の大垣の

「カフェ・バンフ」でカンツォーネ・ライブにメインキャ

ストとして出演します。聴いていただける方は御連絡下さ

い。

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(75)＜エジプト-2＞【市川孝二】

─────────────────────────

　紀元前 2 世紀のビザンチュウム人であったフィロンが唱

えた「世界の七不思議」があります。

当時の地中海世界での巨大建造物のことです。

(1)ギザのピラミッド　(2)バビロンの空中庭園　(3)エフェソ

スのアルテミス神殿　(4)オリンピアのゼウス像　(5)ハリカ

ルナッソスのマウソロス霊廟　(6)ロードス島の巨人　(7)ア

レキサンドリアの灯台

　トルコに行った時に現地のガイドが現存しているのはエ

ジプト・ギザのピラミットだけだ…と話したことがありま

した。その時はエフェソスのアルテミス神殿の廃墟に行き

ました。その前にエーゲ海クルーズで「ロードス島」に行

ったことがあります。地震のために「巨人像」はもうあり

ません。今あるのは想像図だけです。計算すると七分の二

は終わっています。そこで、ギザのピラミッドとアレキサ

ンドリアに行くことは魅力あることになります。

　以前のアレキサンドリアの灯台はもう無くて「カイトベ

イ」という堤防だけが残っています。跡地でも観たみたい

と思って今回のツァーに参加しました。前の年のトルコ旅

行と違いエジプトの回教徒の規律は厳格のようです。車を

二日間確保したのですが、運転手の「お祈りの時間」をお

許しください…と言われていました。国により違うみたい

です。グレコ・ローマン博物館、カタコンブ、ポンペイの

柱などを見て、宿舎のシェラトン・アレキサンドリアに着

き休みました。夜は、一人なのでガイド・運転手と一緒に

食事をしました。当然にアルコール無しの食事です。味気

ない食事です。ここの人は食事の時にコカ・コーラでなく

て「スプライト」を飲むそうです。何故かコカ・コーラは

ダメだそうです。魚料理を頼みました。ホテルの従業員は

私が日本人と知るって「うに」もあるよと持って来ました。

異国での「さしみ」としての「うに」です。「スプライ

ト」と「うに」では"しまり"ません。よって「ご当地」のう

には断りました。

　ガイドにイスラムの教えであっても、「隠れてお酒を飲

むエジプト人」がいるのではないかと問い質しました。ガ

イドは『アツラ－の神が見ています』と大声で答えました。

ハッキリしています。この夜私はドライでした。食事の後

直ぐに部屋に帰りエジプトの資料を読むからと別れました。

運転手は別のホテルですが、ガイドは同じホテルの別の部

屋です。まだ 8 時で寝るには早いとのこと。エジプトのお

茶を飲みましょうと誘います。ドライで不機嫌な私はやん

わりと断りました。こんなことで半日のアレキサンドリア

は終わりました。
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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(64)＜ ブルーベリーを植えた ＞【中野信吾】

─────────────────────────

　4 月下旬、東京よりも約 1 ヶ月遅れのご当地桜の花見会が

催された。地区のほとんどの家からの出席で会は盛り上が

った。日頃、隣近所でも顔を合わせていてもゆっくりと話

をする機会は少ない。これから農繁期が始まる前のつかの

間の歓談のひと時だった。自治会長からの報告で、昨年の

台風 9 号の後始末として、河川の改修工事が未だに続いて

いる。この工事が終わらないと、小さな集落の水利系の改

修工事が始まらないという。また、台風の被害を受けた荒

船不動尊はお堂に通じる道が整備されないため、春の例祭

は異例の中止と決まった。麓の分社のみが氏子総代らによ

って祭祀が挙行された。

　花見といえども、ご当地は日が沈むと冷えてくる。まだ、

夜間は暖房が欲しい。花冷えとはよく言ったものだ。会も

出席者同士の歓談に花が咲き大分盛り上がってきた。その

折に、昨年の台風以後畑を整備したので畑にブルーベリー

の苗を植えようと思っている、というようなことを話した。

とたんに苗を買うなら一緒にという申し出が数人から出た。

皆大分関心が高いことが窺える。農協の購買部や、ホーム

センターなどで扱っている苗木の値段などは思惑と大分差

があるようだ。これならば畑に植えても遜色ないというよ

うな苗木と値段には、皆なかなか折り合いがつかなかった

からだろう。それにしても関心があるのだが、手ごろのも

のがないというのが実情のようだった。

　言い出してしまったと思ったが後の祭り。自分だけなら

ば苗木を買って植えても、たとえそれが物と値段のバラン

スが取れなくても誰からも文句が出ない。しかし、当方で

買った苗木が値段の高い割りに貧弱だったら不平不満もで

るだろう。少しばかり不安になってきた。苗木を売ってい

るところを見回った感想は、どこも当方の注文どおりの物

がないということだった。昨年も同様に見回ったときも同

じだった。だが今年は売られている苗木の値段がここ数年

少しずつ高くなってきているのではないかということだっ

た。それに限られた予算もある。各注文者から苗木をどれ

だけ欲しいのかも聞かずに探し回っている自分のお人好し

は、馬鹿さ加減も加わって疲れがいっそう溜まったように

も思えた。

　苗木会場で展示していた業者の一人に話を聞いた。当方

が植える場所とおおよその苗木の本数を告げてその結果如

何によって注文をしてみようと思っていた。たまたま話を

聞いた造園業者は、何回となくわが地方にも来て事情もよ

く知っていた。信州の厳しい気候条件に見合う苗木として

はこれぐらいでなければという値段も提示してくれた。当

方の予算もあることなので最初目論んだ 100 本を半分に減

らして 50 本にした。その代わり苗木の大きさを見込んで厳

しい気候条件に対応させた。業者といえども 50 本という数

になると手持ちがない。注文してから数日経って数が揃っ

たという連絡があった。自宅からおよそ 70 キロ以上も離れ

たところまで受取りに行かねばならない。まとめ買いをし

たので 1 本につき 100 円値引いてくれた。燃料費高騰の折、

出費は覚悟していたが値引きが輸送費に変わっただけだっ

た。最初に話をした近所の人に苗木を分配してあげた。値

段と苗木の大きさには好評だった。苦労した甲斐があった。

だが、皆が多くの本数の希望を出したお陰で手元に残った

のは 10 本だけ。でも、喜ばれたのだからよしとしなければ。

足りなくなればまた同じものを注文すればいい。翌日、早

速移植した。来年が楽しみだ。

（後日談　1 週間経って根付いたようだったが、1 本足りな

い。目を凝らして無くなった 1 本を探して回った。イノシ

シに引き抜かれている。いたずらにも程がある。幸い発見

したのが早かったせいか植え戻しておいた。枯れなければ

良い。またまた、網は破られていた。侵入箇所もだんだん

巧妙化している。彼らは地中に住むミミズを捕食している

ようだった。次なる防戦の手でも考えねばなるまい。）

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◇辛口コラム(28) ＜今こそ「第二攘夷論」を～ハゲタカ資

本の跳梁跋扈を許すな＞【増山榮太郎】

（文中敬称略）

───────────────────────── 

◆鎖国時代は悪くなかった

　江戸時代の鎖国は評判が悪い。テレビドラマの維新もの

でも、攘夷論が「悪」で、開国論が「善」と相場が決まっ

ている。だが、果たしてそうか。

　これは当時、明治維新を推進した薩長派（後の明治政府

主流派）の歴史観によるからではないか。薩長派は自己の

正統性を強調せんがため歴史を歪曲したフシが多分にあっ

たからだ。

　確かに江戸幕府 300 年の太平は列強の開国強制によって

夢破れた。列強の近代火器に為すすべがなかったことは事

実だ。が、その半面、日本の長所美点がどれほどか破壊、

消滅したか。今日の「江戸ブーム」もそれへの再評価の表

れ、あるいは失われたものへの哀惜の念と言った方がよい。
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　江戸時代の鎖国は、ある意味で樽の中のワインのような

ものだ。年月をかけてじっくり熟成したワインが、言いよ

うもない味わいをもたらすように、封建下ながらも、この

時代の文化、芸能は一斉に花開いたのだ。このことが開国

を迫った紅毛碧眼の連中を驚愕させた。印象派のゴッホ、

ゴーギャン、モネが日本の浮世絵に狂喜したのも、いかに

日本の江戸文化が優れていたかの証拠でもある。

　いま、なぜこんな昔話を繰り返すのか。実は再び日本の

良き伝統・文化・芸能・技術を破壊せんとする開国の勢力

が蠢動しているからである。

　既に日本は、小泉・竹中 5 年 6 カ月のグローバリゼーシ

ョンという名の「開国」（構造改革）で、その良き伝統、

文明・文化、道義心、企業文化などは根こそぎに破壊し尽

くされた。にもかかわらず、ハゲタカ資本は、再び日本を

標的に動き始めているのだ。それにあろうことか、日本側

にもそれに迎合し、呼応する動きがあることだ。攘夷派よ、

決起せよ。

◆巧妙なマスコミ操作

　その先鋒は、なんと、あの英国の経済誌「エコノミス

ト」だ。2 月 21 日号の世界経済欄のトップを飾った記事の

タイトルが振るっている。『Japain ー日本の苦悩』とある。

Japain とは、Japan の J と pain（苦悩）の合成語だが、英

国人らしい辛口の皮肉と侮蔑を込めたものが感じられる。

　その論旨は「世界第二の経済大国はまだ落ち込んだまま

だ」と日本経済の不振を取り上げている。その理由として 1

990 年以来のバブル後遺症から抜け切れないことや、民主党

の参院選勝利の結果、国会ねじれ現象で政治が統治不能状

態に陥っていることをあげている。

　だが、本当のの狙いは次の一節にある。

「せっかく一匹狼の小泉純一郎が首相をしていた 2001 年か

ら 2006 年にかけて改革への取り組みをしていたのに、元へ

戻してしまった。」

　要する小泉・竹中のやった構造改革、つまりグローバリ

ゼーション（その実、アメリカ型市場原理主義）をさらに

「もう一度拍車をかけよ」、とうことなのだ。

　5 年余の小泉・竹中の構造改革がどんなものか、今さら論

ずる必要ももあるまい。今日の経済不振こそ、まさにその

結果であり、元凶であることを国民は肌身に沁みて感じて

いる。まさに Jpain（日本の苦悩）そのものだ。

　だからこそ、国民は、07 年の参院選で自公連立の安倍政

権に痛棒を食らわせたのだ。これがねじれ現象を生んだの

だが、国民がそう選択したからである。しかも、最近の山

口２区補選（4 月 27 日実施）でも自民党候補は 2 万票余の

大差で相手の民主党候補に敗退した。このことは何を物語

るのか。

　さすがの自公連立政権もは、こうした民の声が分かって

きたか、遅きに失したとは言え、小泉・竹中構造改革の手

直したを始めた。つまり、「エコノミスト」の言う「元へ

戻した」のである。

　ところが、「エコノミスト」の論調に同調する輩が日本

にもいる。グローバリゼーションの恩恵を受ける一握り大

企業やその集合体・経団連は当然だが、兜町のご用聞き

「日本経済新聞」は『漂流ニッポン』のタイトルで「エコ

ノミスト」の論旨に便乗して構造改革の続行、強化のキャ

ンペィーンを紙面をあげて展開している。日経紙曰く。

「英国が選んだのは、国を開き、世界のマネーを集める

『金融立国』だった。海外からの投資額が今では国内総生

産の４割を超す。日本は 2.5%（略）『平成の攘夷論』で溜

飲を下げているうちはいい。もし、日本市場が見向きもさ

れない存在になったら・・・（以下略）」（同紙 4 月 10 日

付より）

　いかにも人々の恐怖心を煽る論調だ。そして、このまま

門戸を閉ざせば「世界のダイナミズムは逃げて行く」と結

論づける。果たしてそうか。

　

◆怪我が少なかったのは日本だ

　「エコノミスト」や日経紙が論ずように開国したら豊に

なるのか。その典型は、サブプライム・ローンがもたらし

た惨禍だ。世界経済は底知れぬ金融損失の暗闇に戦いたま

ま、明日への出口も見つからずにいる。

　まさしくサブブプライム問題こそ、グローバリゼーショ

ンがもたらした典型的な罪科ではないか。

　確かにグローバリゼーションの結果、国境はなくなり、

世界は均一市場になりつつある。オイルダラーなど有り余

った通貨（過剰流動性）は、ファンドという名で、エサの

あるところを自由に飛び回る。

　彼らが食らいついたのがサブプライム・ローンという一

見、儲けの出そうな証券だった。買う方も買う方だが、売

る方も巧妙だった。いわゆる金融工学として称し、高等数

学を駆使しているように見せかけながら、その実、詐欺師

の手法そのものだった。饅頭の中に毒入りのサブプライ

ム・ローン債権を紛れ込ませて売り払う。毒入り饅頭を売

り抜けた金融工学の名士たち（その実、詐欺師たち）は、

今や世界の富豪番付にその名を記載されているという。

　一方、買い手も買い手だ。ファンドはエサのあるところ

へはどこへでも食らいつく。だが、損失を蒙った彼らは今

は地獄の瀬戸際に追いつめられている。だからといって、

寝ころんでばかりいない。次のエサを求めて虎視眈々なの

だ。その標的が日本である。

　閑話休題。かの構造改革の雄、竹中平蔵慶大教授は、サ
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ブプライム・ローンが問題化した昨年の今頃、民放テレビ

に出演し「アメリカの金融界は日本のバブル体験を十分勉

強しているから大きな金融問題にならない」とのたまわっ

た。だが、どうか。その推移をいれば彼のご託宣がいかに

いい加減極まるか、わかる。学者としても、政治家（今は

廃業したらしいが）としても、その不明を恥よ。

◆なぜハゲタカは日本を狙うのか

　「エコノミスト」や日経紙は開国を口にするのは背後に

ハゲタカ資本の要請か、その強い圧力を感じているからだ。

　”怪我の功名”かもしれないが、ある意味で日本はサブ

プライム・ローンの被害が最も少ない国である。世界の名

だたるメガ・バンクや投資、証券会社が莫大な損失を出し、

今なお出口が見い出せないまま、七転八倒している。なの

に、一部の銀行、証券を除いて日本の銀行も証券会社も損

失は少なかった。それは「先見の明」があったからではな

い。「エコノミスト」や日経紙が主張するような「金融開

国」が遅れていたからだった。恐らく金融開国が進んでい

たら、日本の銀行も証券会社も一斉に毒饅頭に食らいつい

たかもしれない。事実、日本金融界でも金融開国に積極的

だったみずほ銀行や野村証券が大怪我をしたが、その他の

多くの銀行、証券会社がこの大危機から奇跡的にも免れる

ことが出来た。

　そのハゲタカ資本が、今、なぜ、再び日本に開国を迫り、

マスコミまで動員して「構造改革」の未完成をなじり「日

本の孤立化」を脅しの道具に使うのか。

　それは、日本には、まだまだ豊かなエサがると見ている

からだ。日本にはリスクをとらない国民のお財布には１５

００兆円のカネがあるという。その中には公的年金や郵貯

や簡保資金もある。郵政事業はアメリカの圧力に屈して民

営化されたが、彼らの狙いは郵貯や簡保資金である。だが、

ジイチャン、バアチャンのお財布の紐は堅い。そう簡単に

リスクマネーになならない。

　また、時価総額は減っても日本には多くの優秀な製造企

業が存在する。彼らは通貨を転がして利得を得る『虚業』

ではない。彼らは汗水たらしつつ、国際競争力のある優秀

な製品を開発し、製造する実体経済『実業』である。その

ため、伝統的な企業文化を守り、もの作りの技能者を大事

にする。終身雇用を護持し、簡単に従業員をリストラしな

い。

　これがハゲタカ資本にとって垂涎あたわざるものだ。彼

らが日本に「第二の開国」を迫る理由なのだ。

◆「第二攘夷論」で武装せよ

　大量の投資資金にモノを言わせ、企業を買い占める。そ

の挙げ句、儲けるところから企業をバラして売りさばく。

これがハゲタカ・ファンドの本質だ。もちろん善意のＭ＆

Ａ（企業の買収統合）もあるだろう。だが、ファンドは、

利益を出して、なんぼの世界だ。利益が出れば何でもやる。

　一方、企業はどうか。それぞれには、ぞれの企業文化も

伝統もある。もの作りに誇りやプライドを持つ従業員がい

る。彼らは、企業に一生を捧げて悔いない忠誠心を持って

いる。企業と地域もお互い持ちつ持たれつの共存共栄だ。

企業は決して株主だけの持ち物ではない。それがステーク

ホルダーなのだ。

　だが、小泉・竹中の構造改革の結果はどうか。

　企業はモノ同然に売り買いされ、リストラともなれば、

従業員は真っ先に路頭に放り出される。成果主義や競争至

上主義で、心身共に疲れ果てボロボロになる。挙げ句の果

ては、「人身事故」の名で鉄路に消える。自殺者年間３万

数千人は一体何を物語るのか。こんなことが先進国で許さ

れるのか。その中には中高年労働者や従業員が多いという。

　拝金主義が世間に蔓延し、企業従業員も忠誠心など育つ

わけもない。上が上なら下も下だ。企業不祥事がが連発し、

密告者が横行する。上下の格差、都会と地方との格差、貧

困が足元に忍び寄り、若者も中高齢者も、未来に希望が待

てない。閉塞感のみがこの世にはびこっている。

　だが、ファンド、特にハゲタカ資本はそんなことはお構

いなしだ。これが、われわれが、日々、目にしている実態

である。

　これを打ち払って（攘夷して）何が悪い。日経紙が恐れ

るような「世界の孤児」に、結果としてなってもいい。鎖

国の中でじっくり文化を育んでもよいではないか。日本は、

金融や株などの虚業ではなく立派なモノ作り（製造業）の

伝統がある。それで十分グローバリゼーションにたち向か

えるはずだ。また、国策会社やそれに準ずる基幹産業、例

えば電力、ガス、航空、空港、鉄道、高速道路、鉄鋼など

は国を挙げて買収から防衛すべきだ。外国ファンドのよる

「Ｊパワー」の支配などは以ての外だ。先進国もそうして

いる。

　だが、心配する必要もなさそうだ。日本は孤立化しない。

世界各国の良識の士の中には、早くもグローバリゼーショ

ンの行き過ぎに警鐘を鳴らし始めているからだ。サルコジ

仏大統領の改革路線にフランス人はレジスタンスの戦闘を

開始している。これらの人々と連帯しようではないか。こ

れこそが「第二攘夷論」なのだ。（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.oc

n.ne.jp/ m̃assan/　より）

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(64)＜ ご当地、暮らしやすさ診断 ＞

【 Lagoon 】

─────────────────────────

　Yahoo 地域情報には、地域を入れると周辺（半径 1500

m）の生活関連スポットの数と総合評価を表示してくれる賢

いページがあって面白い。

試しに、我が家のある中野区本町 2 丁目の診断をすると、

以下のスポット集計（存在数、カッコ内は総合評価のため

のウェイト）と、区内で 4 位なんていうランキングもあわ

せて表示される。

＜診断ページ＞http://local.yahoo.co.jp/gotouchi/shindan/

スーパー 20（100）｜コンビニエンスストア 20（70）｜レ

ンタルビデオ店 12（50）

図書館 5（50）｜郵便局 16（30）｜ 病院 106（30）

宝くじ販売店 0 10）｜「駅前店」とつく店 20（10）

　スポットとしては、宝くじとか駅前店は不要で替わりに、

100 円ショップとか入れたほうがよさそう。図書館がちゃん

と入っていたことは気に入りました。

ただし、徒歩 20 分圏というのは、いかにも広すぎで（そん

なに歩く人はほとんどいない）精々 10 分、半径 750m ぐら

いのほうが実質的だ。なお、都市部の公共図書館の配置に

ついては、お年寄り・幼児・赤ちゃん連れのお母さんを考

慮して半径 500m ぐらいに一館というのが望ましい目安とし

て提示されている。

ブログ＜つれづれ-プレイバック＞より転載 

http://titoh44.blog29.fc2.com/blog-entry-787.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/mnewsd.txt に他情報もあ

ります

─────────────────────────

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 

企画展示「市島春城印章コレクション－方寸の世界を楽し

む－」  

【日時】2008/5/12（月）-2008/6/7（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/2008/whats2008.html

#2008scedule

ICC ボツワナ　ダンス＆ミュージック・ナイト 

【日時】2008/5/21（水）17:00-19:00  

【会場】大隈ガーデンハウス１階 国際コミュニティセンタ

ー  

【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】国際コミュニティセンター

　E-mail country-festival@list.waseda.jp  

【URL】http://www.waseda.jp/icc/EVENTS_J/ComingEv

ents_J/Botuwana_J.html

刑法における行為者の保護 vs. 被害者の保護

講師：Kurt Seelmann 氏（バーゼル大学　教授）

通訳：井田　良氏（慶應義塾大学教授） 

【日時】2008/5/26（月）13:00-15:00  

【会場】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】比較法研究所  

【URL】http://www.waseda.jp/hiken/jp/lec_symp/index.

html

産研講演会「企業における英語とその重要性」 

講演者：西　知男氏（株式会社 スミキン・インターコム　

代表取締役社長）  

【日時】2008/5/26（月）14:40-16:10  

【会場】早稲田キャンパス 9 号館 5 階商学部大会議室  

【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】主催：産業経営研究所

　　　　　後援：早稲田大学キャリアセンター  
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講演会「Wrongful Convictions and the State'ｓResponsib

ility to Discover and Remedy Them

誤判－その発見と救済に対する政府の責任」

講演者：ジェームス・コールマン氏 (デューク大学ロースク

ール　教授) 

使用言語：英語（日本語同時通訳有り）  

【日時】2008/5/26（月）16:20-17:50  

【会場】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  

【主催】早稲田大学比較法研究所  

講演会「発想と実行力」

講師：安藤忠雄氏 (建築家・東京大学名誉教授)  

【日時】2008/5/28（水）10:40-12:10  

【会場】大久保キャンパス 63 号館 2 階 01 教室  

【対象】（理工）大学院生・学部生・一般  

【参加方法】入場無料・直接会場へ  

【問合せ】早稲田大学大学院理工学研究科  

米中関係特別講演会「How Stable Are U.S.-China Relatio

ns -- 

And What Could Happen That Could Cause a Crisis Be

tween Washington and Beijing?」

講演者：ハリー・ハーディング氏（ジョージワシントン大

学教授）※英語講演 

【日時】2008/5/29(木) 13:00-14:30  

【会場】早稲田キャンパス 19 号館 3 階 309  

【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】早稲田大学大学院アジア太平洋研究科  

【URL】http://www.waseda.jp/gsaps/news/news_080510.

html

日本語＠キャリア 日本語教育セミナー

「日本語を教えることで学ぶこと」  

【日時】2008/6/14(土)10:30-15:00  

【会場】丸ビル ホール& コンファレンススクエア（JR 東

京駅徒歩 1 分）  

【対象】学生・教職員・一般  

【参加方法】 入場無料・直接会場へ

　　　　　※セミナー（10:30-12:30）は定員 300 名、先着

順  

【問合せ】日本語＠キャリア実行委員会  

【URL】http://www.nihongo-kyoiku.net/index.html 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

事務局からお知らせ　　　　　　　　　　　配信数 95

───────────────────────── 

☆中野稲門会の定期総会・懇親会は 5/24(15:00- 於:織田学

園ｸﾞﾘｰﾝﾎｰﾙ) に開催。

　今回は新役員体制を含む議案ご承認に加え、警大跡地に

設置されることのなった早稲田大学中野キャンパスの概要

説明などを予定していますので、よろしくご参加ください。

会員各位の奥様、ご主人様、ご家族の方のご同伴を歓迎い

たします。

　懇親会では、新年会に続き大好評だったグリークラブの

合唱、恒例の応援部員指導による応援歌・校歌斉唱などお

楽しみいただけます。

☆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 2008 年 6 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/blog-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】━━


