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◇なかとう句会 ＜ 夏立ちぬ ＞

─────────────────────────

茄子の紺　梅雨に艶めく　滴かな　【狸の意味深翁】

梅雨明くる　ストラップ替え　恋予感

夏立ちぬ　酒酌む宵は　江戸切子

髪洗う　チリンと風鈴　夏が澄む

七月の　風がピアスに　揺れる恋

青トマト　心開きて　熟れて夏

スプーンで　カキ氷の赤　夏すくう

夏が澄む　白き素肌や　冷やっこ

蚊が Kiss　ベアーバックの　夏乙女

原色が　競うペディキュア　夏の浜

すれちがう　香や一瞬の　夏ドラマ

　　　

涼風や　電気の団扇　じゃないかいな　【シグ子】

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◇夢魂（むたま）川柳 (41) 【家元 ひがし】

─────────────────────────

　　　アッもしもし　無くしたボクの携帯ですか？

　　　空気読め人柄読めて　字が読めず

　　　エコ ECO と 幾度と唱え浄土かな

　　　頭の毛溶けて地球に親近感

　　　赤い顔　風でぶつかる赤提灯

　　　「満タン」と　ビールの時は大声で

　　　我が家には五枚もテレビ　といずれ言う

　　　円ウォン元 1 ASIA になる悪夢

　　　ルオーの絵観るより叫べ心から

　　　「ジジおいで」男の友情はや芽生え

★16 回リサイタル「東直彦テノール我が心のカンツォー

ネ」

　昨年一昨年とナポリ公演も大成功し、又この一年間世界

的テノール工藤健詞先生の指導を受けた成果を皆様に聴い

ていただきたいのです。又今回は現代日本を代表するソプ

ラノ歌手小林久美恵先生と門下生の菊池有理子さんの共演

も得て、華やかなステージになると思います。御多忙中恐

縮ですが、お知り合いの方々とも日頃の諸々を忘れ楽しい

ひと時を過ごしていただければとお待ちしております。

　【日時】9 月 6 日（土）　開演午後 6：45

　【会場】サントリーホール ブルーローズ

　【チケット】前売 3,000 円 当日 3,500 円 4 枚組 10,000 円

（全席自由）TEL、FAX 、メールにてお申込下さればチケ

ットを送付致します。

ポスター http://blog-imgs-24.fc2.com/w/n/a/wnakano/c

anzone16.jpg

サントリーホール公演案内 http://www.suntory.co.jp/sunt

oryhall/perform/list0809.html#P06S1

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(77)＜エジプト-4＞【市川孝二】

─────────────────────────

　深夜にロンドンから着いた団体は、朝早くアブシンベル

神殿に行くためにエジプト航空で７時にカイロを出発しま

した。アスワン乗り継ぎで 10 時にアブシンベル空港に到着

です。荷物は空港にネットを張り預けて、1 月 10 日ですが

赤道に近くて暑いのです。衣服を着替えて、カメラなどを

持参して神殿に駆けつけました。アレキサンドリアを案内

したおばさんがスルーガイドです。同じ飛行機の観光客は

あの入口の像の前で写真を撮る。私たちは写真を後回しに

して、神殿の「至聖所」に行くと言いその通りにしました。

NHK の TV で春分と秋分の朝日は神殿内部の「至聖所」に

直接、届く映像を後になって見た体験があります。多くの

観光客が拍手していました。皆と入れ替わりにあのラムセ

ス二世・巨体像の前でゆっくり写真を撮りました。

　１時間半位の滞在でアスワン空港に着き気候温暖の植物

園やナイル川でファルカーに乗りました。二人の若い漕ぎ

手は都会のカイロに行きたいそうです。ガイドは純真な若

者の都会に行くことには反対でした。いずれは行くだろう

と。ファルカーに乗り日本語の「歌」を教えます。大阪に

長く住まっていたので、「日本語の下品な歌」をわざと教

えます。若者はそのまま「復唱する」ので同行の「おばさ

んたち」は止めろと言いますが、ガイドは面白がって敢え

て教えてしまいます。ガイドの名前は発音しにくくて意味

は「信じる」意味なので成田からの添乗員は「信子」と名

前をつけました。添乗員は大阪外国語大の出身でおばさん

ガイドも同じ大学に留学したのでした。ガイドは添乗員の

後輩になります。

　アスワンハイダムやイシス神殿。オベリスクを切り出し

た場所なども見て天国のような陽気の良いアスワンの下町

を探索しました。夕方からルクソールへの船下りです。ア

スワンは思い出の深い土地でした。ナイル川にはナイル下

りの船がいくつも接岸しています。船内の夕食で家内があ

のガイドが私たちを睨んでいるみたいと言います。禁酒を

教えた私がエジプト産ワインのホ゛トルを空けているので

「がっかり」したのだろうと伝えました。

　物価は安いです。家内の叔母はスコッチ党で友達と水割
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りを飲んでいます。下船の時の清算で高いと文句です。船

に交渉してくれと。エジプト産の安い赤ワインとイギリス

からの輸入物の「差」だと説明しました。私達はエーゲ海

クルーズの経験だけはありますが、ナイル川クルーズも周

りの風景も眺められ参加して良かったと思っています。又、

閘門の働きも体験できて満足でした。

　だだ、冬場でナイルの水量が少なくてルクソールへの到

着は少し遅れました。

船の遅れで「旅程が苦しくなった」グループがありました。

途中で下船してバスで急ぎ出かけたのを眺めました。前後

を護衛するジープは機関銃装備です。船は安全ですが陸路

は不穏分子のゲリラ攻撃もあるとのこと。旅は安全第一で

す。私たちの後で「ハトシェプスト神殿の乱射事件」も発

生しました。

※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(66)＜ 携帯電話 ＞【中野信吾】

─────────────────────────

　街中で携帯電話を使用している光景はごく普通になって

きた――周囲の状況にとけこみ違和感がないような場面に

変わってきた。今では携帯電話は私たちの生活の中に入り

こんでいるので、当たり前のようになってしまったのだろ

う。普及し始めてからずっと私などは携帯電話がなくても

不便さを感じなかった。なくても仕事でも生活でも、それ

なりにできたからだ。だが、徐々に普及し始めると、町中

で公衆電話の数が少しずつ減ってきて探すのに苦労するよ

うになってきた。それもつかの間、家族が高齢のために緊

急を要することもあるだろうという配慮から、とうとう持

たされる羽目になってしまった。でも未だに必要条件は満

たしてはいない。ここ 5 年ぐらい、高い電話代を払い続け

ている。

　携帯電話を購入した当初は東京なら大体どこでも通話が

できたが、帰省している長野では家が山間部にあるため

「圏外」の表示が出るために持っていても宝の持ち腐れだ

った。ところが最近、私の携帯電話の画面に圏外の表示が

出なくなった。以前ならば通話があってもすぐに切れてし

まって、家の中から微弱電波のあるところを探して外を歩

き回ったものだった。近くに中継基地ができたお陰で、こ

の不便さが解消された。便利さがこの山の中まで入ってき

た。

　昨年の秋、台風 9 号の時、豪雨で峠は不通。携帯電話会

社が主張している身近な通信手段はこのときばかりは無用

の道具だった。国道沿いに中継基地を最初から計画通りに

設置していれば、不便さは解消していただろう。都市部の

整備がようやく整い、電波の届かなかった山間部に「競争

の手」が伸びてきたというわけだ。そんなわけで、一方が

電波の中継基地を造って利用者に利便性を提供していけば

お客さんは自然と増えてくる。遅ればせながら対抗する会

社は相手よりももっと大きな基地を提供しようと申し出た。

中継基地を建設する場所は、国道から少し離れた山際だと

いう。大きい塔を建てれば小さい塔を幾つも建てるより費

用も安く、電波をカバーできる範囲は大きく広がる。

　地区の区長会では建設基地の候補地を地図で示して、そ

の資料を回覧で流した。このままだと記載されている通り

今秋に着工して約 3 ヵ月で年内に終了するという。ところ

が説明会を開けと一部から声が出た。春から分かっている

ことなら、そろそろ着工してもよさそうに思えた。工期の

延長の理由は恒例のコスモス祭りが終わってからだという。

工事中の騒音を配慮してというのが理由。というとコスモ

ス広場のすぐそばということだ。鉄塔で 30 メートル。電波

の届く範囲は半径 1.5 キロメートル。これだけの高さになる

と基礎工事は大掛かりなものになる。急な説明会だったた

めに参集者は少なかった。開催された時間は午後からだっ

た。夜ならばもっと人が多かったかもしれない。今まで何

の気もしないで携帯電話を使っていたが、携帯電話基地局

を造るにあたって改めて「電波の強さ」が分かってきた。

業者は総務省から出された『電波と安心な暮らし』という

小冊子を出して電磁波の説明を行った。こうした解説本が

あること自体、裏を返せば安心とはいえないということな

のか。質疑応答である人が「お宅の携帯をもっていてもこ

こでは使えなかった。もっと早く建てて」の要望に、一方

では「必要は認めるが、ここでそんなに大きなものは必要

ない。塔の色彩は自然環境に馴染むものを、塔の高さは周

囲の景観にマッチするか、将来の子供たちの健康を配慮し

て」という要望も出されていた。厳しい条件である。予定

地に 30 メートルの鉄塔を建てた予想図を再度示して欲しい

との要望も出た。

　携帯電話基地局を設置するについても、業者からの一遍

の通知でそのままになってしまう恐れもあった。説明会を

開く期間を取ってあるのも想定の範囲内、だから着工の期

日を先に延ばしておいたものなのだろう。携帯電話の普及

率はアメリカ、韓国についで第三位の日本で 74％。残りの

未使用者をわが社がいかに囲い込むか。災害時にも対応で

きさまざまなニーズにも対応できるように優位性を誇示す

る競争が山の中で続いている。それにつけても便利さと引

き換えにわが健康はいかに。なに、もう年だからそんなこ

といわんでもいいがな、か。
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◇辛口コラム(29) ＜「地球よ、茹でガエルになるな＝温暖

化対策に世界の英知結集を＝＞【増山榮太郎】（文中敬称

略）

─────────────────────────

◆ペリト・モレノ氷河の崩落の凄まじさ

　今年２月下旬から３月にかけて南米大陸の最南端パタゴ

ニア地方を旅した。なぜ、そんな最南端の地へ、と読者は

思うかもしないが、ここはグリーンランド、ヒマラヤに匹

敵する有数の山岳氷河地帯なのだ。この氷河地帯が、いま

や急速に消滅の危機にさらされているという。地球温暖化

問題に関心のあるジャーナリストとして、その現実をこの

目で確かめたいというのが筆者の願いだった。

　地図を開けばお分かりになると思うが、パタゴニア地方

は南米大陸の南緯 40 度から 55 度ぐらいの地域にまたがる。

最南端のホーン岬から南極大陸までは指呼の間だ。アンデ

ス山脈が南北を貫き、太平洋側がチリ領、大西洋側がアル

ゼンチン領と領土を分け合っている。太平洋から吹き付け

る偏西風がアンデス山脈にぶつかり豊富な氷雪をもたらす。

それが長い年月をかけてこの地域に広大な氷河地帯を造成

してきたのだ。実は、筆者をこの地に駆り立てたのはア

ル・ゴア元米副大統領の次の一節からであった。

「世界の山岳氷河は、ほぼ例外なく溶けつつある。しかも、

その多くが急速な勢いで」（同氏著『不都合な真実』よ

り）。　ゴア氏がその具体的な例としてあげたのがアルゼ

ンチン・パタゴニアのペリト・モレノ氷河であった。

　筆者らを乗せたツアーバスが目的地ロス・グラシアレス

国立公園に近づくにつれて遠雷のような響きが空にこだま

する。バスを降り南極ブナの林を抜けると、そこは展望台

になっていた。眼下にペリト・モレノの広大な氷河が横た

わっている。見ると、氷河の先端が押し合いへし合いしな

がら崩落している。まるで高層ビル一個分が丸ごとなだれ

墜ちるのだ。そのたびに湖面が奔騰する。暫くして崩落の

響きが耳元へ届く。遠雷と思ったのはその轟音であった。

まさに息を飲む光景である。

　ペリト・モレノ氷河は、全長 35 キロ、先端部分の幅は５

キロ、高さは平均 60m、最も高いところは 100m を超すと

いう。表面積は 257 平方キロ、アルゼンチンの首都ブエノ

スアイレスが丸ごと入る広大さだという。この氷河が、

年々崩落を早め、やがてこの地球上から姿を消すとゴア氏

は警告する。いや、この氷河だけではない。地球温暖化の

ため北極も南極の氷雪もグリーンランド、ヒマラヤの氷河

も溶けつつあるとゴア氏の警告は続く。

　同氏は長年、地球温暖化問題に警鐘を鳴らし、その功績

で 07 年度のノーベル平和賞を受賞したが、地球温暖化の影

響は今や様々な形で表れている。例えば国連の「気候変動

に関する政府間パネル」(IPCC)が 07 年にまとめた報告書に

よると、２酸化炭素(CO2)など温室効果ガスの削減が進まな

い場合、今世末まで平均気温は前世紀末に比較して 1.1 度か

ら 6.4 度まで上昇し、海水も 19～58cm 上昇するという。既

に太平洋の島々は水没の危険にさらされている。最近、ア

メリカ南部を襲ったハリケーン「カトリーナ」や、ミャン

マーに莫大な被害をもたらしたサイクロンなども温暖化の

影響なしには考えられない。

◆成果なしの洞爺湖サミット

　日本も他人事ではない。環境省が今年５月、発表した

「地球温暖化に関する影響予測」によれば、2030 年の洪水

被害額は年１兆円増加し、海水面の上昇で沿岸部には高潮

の被害が広がる。コメ収量も全国的に減少すると予測して

いる。世界遺産の白神山地のブナ林は消滅し、東京・日本

橋を高波が襲う。蚊が媒介するマラリアなど熱帯性疫病が

国内に蔓延する恐怖も絵空事ではなくなる。ゴア氏の言う

「不都合な真実」がわれわれの身辺に迫ってきている。

　もちろん国連も日本の政府も傍観していたわけではない。

1997 年 11 月、京都で開かれた「気候変動枠組み条約第３回

締約国会議」(COP3)で加盟国は、国別で CO2 など温室効果

ガスの排出削減枠を課す議定書（京都議定書）に署名した。

90 年を基準値とし 08 年から 12 年までに先進国を中心に削

減するというもので、既に今年から実施段階に入っている。

今年７月７日から北海道洞爺湖で開かれた先進国首脳会議

（サミット）でも気候変動問題（地球温暖化対策）が最重

要課題として論議された。議長国日本の福田康夫首相は

「低炭素革命」（福田ビジョン）を提示しそれなりの存在

感を示したが、各国のエゴがぶつかり合い成果は今ひとつ

であった。何しろ温暖化の脅威といっても今直ちに災害と

なって現出するわけではない。長い時間をかけ、じわじわ

と影響が浸透する。だが気がついたときはもう遅い。地球

をゆでガエルにしないためにも温暖化対策のため世界の英

知を結集すべきときが来ている。（執筆者・増山榮太郎＝

政治ジャーナリスト「時事評論」8 月号より転載））

※「増さんの政治教室」http://www33.ocn.ne.jp/ m̃assan/

※「トラベル・ジャーナリスト結城靖彦が綴る愛と旅の物

語」http://yuuki-yasu.blog.ocn.ne.jp/masu/ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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◇今月のへぇー(66)＜ 図書館の貸出冊数は増えているが…

＞【 Lagoon 】

─────────────────────────

　中野区立図書館の『たより 6 月号』 には、19 年度の貸

出冊数が前年比 3%ほど増の 177 万冊とあった。図書館利用

登録者数の増減はまだ掲載されていないのだが、多分伸び

悩んでいそうなので、そんな環境にしては貸出数増は結構

なことである。

※pdf http://www3.city.tokyo-nakano.lg.jp/tosho/lib_new

/dayori0806.pdf

　区民一人あたりでは 5.7 冊、登録者一人あたりで 21.6 冊、

一日あたり 6,100 冊（年間開館日数 290 日として）も貸し出

されていることになる。この日当たりの数は、ちょっとイ

メージしにくいほどの大変なヴォリュームとなる。

　ただし、都内各区の図書館と比較すると区民一人あたり

では 23 区中 19 番目とあまりぱっとしない。※特別区の統

計＞図書館 18 年度[xls]http://www.research.tokyo-23city.

or.jp/home44files/27toukei-115.xls

　これは、中野区は、図書館利用がそう多くない単身者世

帯比率が高い人口構成による影響もある。また、より実態

に近いと考えられる昼間人口あたりの貸出数順位（…上記

の都の統計は xls なのですぐ計算表の加工ができてとても便

利）ではランクが上がり 12 位とほぼ中位となる。

　なお都の統計では、視聴覚資料も含めている（一般の図

書館統計ではこちらが普通）が、中野区の 177 万冊には視

聴覚を含めていない。現在は予算不足で新規購入が止まっ

ている音楽 CD、シネマビデオなどが他区なみに復活すれ

ば、利用者層の拡大にもつながりさらに図書館が活用され

る筈。

　インターネットからの予約ができるようになって、予約

件数は 16 年度の 16 万件が、19 年度に 44 万件と 2.8 倍にも

なったのに貸出総数はそれほどには増加しないのが不思議

だ。インターネット予約は便利ではあるが、読める冊数そ

のものはそう増えないということのようだ。

「としょかん往来」より転載 http://titoh44.blog29.fc2.co

m/blog-category-10.html
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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/ 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 

【参加申込み費用】入場無料・直接会場へ  

【主催・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 「ニッポンの映像－写し絵・活動写真・弁士」展

【日時】2008/7/1(火)-2008/8/3(日)10:00-17:00

（7/31（木）までの火・金は 19：00 まで）

※7/20(日)、21(月)は休館 詳細は演劇博物館 HP を御参照く

ださい。

【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/2008eizou.

html

WASEDA ART EXHIBITION「今日のアジアのアートとデ

ザイン」

【日時】2008/7/8(火)-2008/7/15(火)11:00-17:00

【会場】早稲田キャンパス　小野梓記念講堂（27 号館）内

　ワセダギャラリー

【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】早稲田大学メディアデザイン研究所+早稲田大学

川口芸術学

【URL】http://wasedakawaguchi.jp/news/news080712.ht

ml

次世代自動車リサーチセンター発足記念フォーラム

～サステナブルモビリティを目指して～

【日時】2008/7/25（金） 13：00-17:20

【会場】早稲田キャンパス　大隈小講堂（大隈講堂地下）

【対象】学生・教員・一般
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【参加方法】入場無料・要事前申込み

※お申込みはご参考 URL から申込フォームをご使用下さい

ますようお願い致します。　

【問合せ】早稲田大学環境総合研究センター　

【URL】http://www.waseda.jp/weri/action/2008/2008072

5_Symposium_mobility/top.html

講演会「NTT における事業戦略のケーススタディー　～PH

S 事業からの撤退を中心に―」

講演者:中村　繁氏（株式会社 情報通信総合研究所　取締役

 経営研究グループ部長）

世話人：辻　正雄氏（早稲田大学 商学学術院　教授）

【日時】2008/7/26（土）10：40-12：10

【会場】早稲田大学 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】無料・直接会場へ

【問合せ】主催：早稲田大学産業経営研究所

後援：早稲田大学キャリアセンター

コロンビア大学 ジェラルド・カーティス教授 特別講演会

「政治と秋刀魚 ～日本と暮らして 45 年」

講師：ジェラルド・カーティス氏

【日時】2008/7/29（火）13:00-15:00

【会場】早稲田キャンパス 26 号館地下多目的講義室

【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】早稲田大学大学院公共経営研究科

現代的教育課題講演会 「競争社会における教育」

講師：下村博文氏（衆議院議員　法務常任委員長）

【日時】2008/7/29（火）16:00-17:30

【会場】早稲田キャンパス 8 号館 B102 教室

【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】早稲田大学大学院教職研究科

【URL】http://www.waseda.jp/ted/news/080729.html
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事務局からお知らせ　　　　　　　　　　　配信数 95

───────────────────────── 

☆8/2(土)15:00 より本年度第 2 回役員会が開かれます。（織

田学園）

会報『さざんか』夏号が刷りあがり、当日メール便にて配

送開始いたしますのでお楽しみにお待ちください。

☆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 8 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】━━


