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◇なかとう句会 ＜ 年新た ＞

─────────────────────────

箱根路の　熱闘見つつ　包丁振るう　【狸の意味深翁】

初膳の　ぬり箸紅に　すき透る

雑煮椀　イクラ五粒で　プチな幸せ

黒漆器　七彩なますに　添え黄菊

切る飾る　紅白かまぼこ　市松や　

冬蕪　つくづく白き　お尻にしっぽ

耳たぶも　薄紅はたち　初参り

年新た　可愛ゆいウフフ　つ句りたい

冬ざらず　温き風音　ダウンタウン　【シグ子】

母逝きて その年越しに ぐヮおんと 新しき年に なりにけ

り

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◇夢魂（むたま）川柳 (47) 【家元 ひがし】

─────────────────────────

　　　初詣出雲大社が牛歩する

　　　年越しに突くは餅嘘鐘饅頭

　　　嘘だろう心が脳にあるなんて

　　　ディレイトし瞬間恋を見失い

　　　トドになる　リーマン津波の過ぎる迄

　　　呑んだくれホームの上でホームレス

　　　KECHI  SHIBURI  KASHIHAGASHI が新行名

　　　酔わずとも女はいつも唯物論

　　　まずい酒三ツ黒星の味酒乱だ

　　　犬　トンボ　男で　女猫か蝶

★第 16 回 TAMA とことん討論会への誘い

　下記の由緒正しき討論会？で「住いのサステナブルデザ

イン原論」について 14：00 頃から私も講演します。楽しく

やります。お待ちしています。申込みは以下又は私へメー

ル下さい。

ごみゼロを目指そう「持続可能な社会へのライフスタイル

とは」

　日時　2 月 28 日（土）午前 10 時より　参加費 1,000 円

　場所　国分寺駅ターミナルビル 8 階国分寺市立

　主催　第 16 回 TAMA とことん討論会実行委員会

　　　　http://www.renpou.org

　申込　090-3818-7006　E-mail tokoton@renpou.org

家元 東柳（東 直彦：東綜合設計事務所）

※連絡先掲載サイト http://www.higaship.com

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◇海外旅行の変わった話(83)＜荷物なし-2＞【市川孝二】

─────────────────────────

　個人の旅で預けたトランクなどが空港で受け取れないこ

とは時々発生します。バルセロナからローマ空港の事件は

前に書いたので重複を避けます。前回のアントワープ空港

ではこんな体験をしました。事故の申告の用紙があって、

トランクの製造会社名、形、色などを書きます。氏名、パ

スポート番号、届けるホテルの名前その他。このときはブ

ルーの色（オランダ航空の色）の小型ショルダーバッグが

二人に手渡されました。タオル・洗面道具などの入ったも

のです。ローマ空港の時は何も呉れません。航空会社によ

って違うのでしょう。こんなもの貰うより正しく受け取り

たいものです。

　ガイドブックを見ると、アントワープのそばに『シェル

デ川』が流れています。ブルージュに行くときに一度どん

な「川」か見たくなりました。これには訳があります。リ

ヒアルト・ワーグナーの作った初期の歌劇「ローエングリ

ン」の最初の場面は『シェルデ川』からスタートします。

エルザ姫が「エルザの夢」を歌うのはこの河原ですし、

「白鳥に引かれた小舟に主役のローエングリン」が現れる

大事な場面なのです。現地ガイドは見られないと言います。

アントワープからブルージュに行く道はトンネルで「シェ

ルデ川」の下をくぐり抜けるので見られないとのことです。

私の好奇心は見事に駄目になりました。

　ブルージュは二度目ですが、良い都市です。前と同じよ

うに運河を船で渡り、美しいマルクト広場脇の鐘楼に上り、

カリヨンの響きも聞きました。ここからの眺めは絶景その

ものです。赤い色の屋根と広場、通過した運河の一部など

満喫しました。前回は調査団の時で半日観光でした。今度

は堂々と一日観光です。メムリンクの祭壇画その他、古都

ブルージュの一日を楽しみました。通りをデモっている人

たちはこの日が「メーデー」だっことを教えてくれました。

日本ではＧＷです。

　一日たっぷりと小さく、中世の趣のある古都を楽しみ、

バスで宿のアントワープに帰りました。遊び疲れてうとう

としていたら、お休み中ですがアントワープの手前で良い

空気を吸いますと現地ガイトは言いました。ツァー参加者

の中で「シェルデ川」を眺めたいと希望している方がいま

す。5 分位停車しますので夜の新鮮な空気を吸ってくださ

い・・・と。疲れているので早くホテルに戻りたい。馬鹿

なこと言う奴の顔が見たいと思いました。しかし、「川

辺」を眺めたいと希望したのは私であったと直ぐに思いつ

きました。何人かはバスを降り真っ暗の「川辺」を見てい
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ます。夜で川も川辺も判らない位暗かっただけでした。ホ

テルに戻るとガイドは私に、遅れた荷物は無事に届き部屋

に入れて呉れたと伝えました。私たち、古都に満足して荷

物のことも忘れていたのでした。

※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(72)＜ 正月飾り ＞【中野信吾】

─────────────────────────

　今年の正月は自作のお飾りで演出してみた。いつも暮れ

になると正月のお飾りで頭を悩ませていたからだ。以前は

稲を作っていたから、自宅で消費する藁は確保できていた。

だが稲を作らなくなってからは藁細工からも遠ざかってし

まっていた。それが昨年の稲の収穫時に偶然にも手入れの

行き届いた田圃での脱穀作業に遭遇した。きれいな稲藁だ

ったので譲ってもらった。久しぶりにきれいな稲藁を手に

したとき、作ってみようという気が浮かんだ。忘れかけて

いた記憶を元に試行錯誤を繰り返しながら、何とかさまに

なる形に仕上げるのには苦労した。でも、そこは面白いも

ので、作業をしているうちに身体が自然と昔の記憶を辿る

ように動いてくれた。身体に染み付いた技は生きていた。

それもきれいな藁が確保できたということにも一因がある。

　藁細工で作ったのは、種類は多くないが数は多い。基本

は「ごぼう締め」という、当地で一番多く作られているも

のだ。稲藁の上半分を左縄で三本締めにして仕上げる。稲

の茎の根元の下葉をきれいにすぐって 30 本で 1 束として作

る。稲藁の半分を細い藁縄で括り、上の半分を三等分に分

け、左縄で最初に綯った縄に残りの 10 本の藁を左に撚りな

がら巻きつけていく。この作業は意外と力が要る。最後に

穂先のところを強く撚っておくと解けない。これを 15 束ば

かり作った。

　次に神棚に飾る「注連縄」作り。これにはいろいろなス

タイルがあるので、どこでも使われているシンプルなもの

を選んだ。左縄に綯いながら真ん中どころで七本、五本、

三本と間隔を置いて藁を加え、半分をたらして綯い上げて

いった。丁度、関取の前垂れのような具合になるように仕

上げてみた。これは縄と前垂れになるところの藁がうまく

揃わない苦労を味わった。

　ついでだからと、これも左縄で 3 本締めの「クリスマス

リースに似たお飾り」を作ってみた。これは東京の家の玄

関に飾ってみようという魂胆だった。いままではあまり太

くなかったが、少し太くと思って藁を多く使ったせいか藁

を綯う力が倍以上もかかり苦労した。商品として売られて

いるのを見ると、藁を綯いあげるときの藁の多寡の按配が

難しかった。輪にして周囲に飾る材料に豆がら、ウラジロ、

みかん、松葉、昆布、ナンテン、ゆずり葉などを加えてみ

た。他にも材料はありそうだ。

　これらのお飾りに付ける「しで」（四手・垂）を半紙で

作って、それに松葉を加えて縄を撚った部分全部に差し込

んで最後の仕上げを行った。

　藁細工は手が荒れる。しかしそんなことは言ってられな

い。作ってみて感じたことは、奥が深い。想像力をいろい

ろめぐらせて多彩な作品を作ってみようという意欲がわい

てきた。材料の稲藁は昔からのものなのだが、最近は見栄

えがよいということから、すげ（菅）が用いられている。

すげは例の三度笠などに編まれている材料だ。この材料を

入手してみよう。種が手に入ればそこから手がけてみよう

かとも思う。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◇辛口コラム(36) ＜「昭和維新の歌」が聞こえる＞【増山

榮太郎】

─────────────────────────

…愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ…

                    オットー・フォン・ビスマルク

◆なぜ、青年将校は決起したか

　最近、気が付いたら口ずさんでいる歌がある。

　 汨羅の淵に波騒ぎ

　 巫山の雲は乱れ飛ぶ

　 混濁の世に我立てば

　 義憤に燃えて血潮湧く

　終戦間際、旧制中学 3 年生の私は、学徒動員で近在の軍

需工場で働いていた。誰がもってきたか知らないが、この

歌が仲間の間で流行った。既に沖縄の日本軍は玉砕し、本

土決戦が叫ばれていた。神風特攻隊出陣のニュースが連日、

ラジオで流れていた。われわれ中学生も軍事教練を受けて

いた。戦場が本土になれば米軍戦車と体当たりするものと

覚悟を決めていた。そんなとき、この悲壮感のある歌詞や

曲調は心に染み込んだことをことを今も覚えている。

　この歌、「青年日本の歌」（別名・昭和維新の歌）の作

詞作曲者があの 5･15 事件の首謀者三上卓海軍中尉であるこ

とを知ったのはずうっと後のことだった。

　三上中尉ら日本帝国海軍の急進派青年将校を中心とする

反乱グループが 1932 年(昭和 7 年)5 月 15 日、首相官邸へ乱

入、当時の首相犬養毅を暗殺した。三上らがなぜ決起した

のか。この歌の 2 番でこう続く。
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　権門上に傲れども

　国を憂うる誠なし

　財閥富を誇れども

  社稷を思う心なし

　1929 年(昭和 4 年)10 月、米ウオール街に端を発した世界

大恐慌はわが国に波及した。にもかかわらず、ときの浜口

雄幸内閣は 30 年(昭和 5 年)1 月 11 日、金解禁を断行した。

金解禁とは金本位制に復帰することだが、今で言えば、経

済グローバる化、つまり経済の自由化、規制緩和など小泉、

竹中らが強行した「構造改革」そのものである。しかも、

当時の三井、三菱を中心とする大財閥（金融資本）は、そ

の実行を強く望んでいた。だが、すでの恐慌の洗礼を受け

ていた英国など先進国は、相次いで金解禁を取りやめ金輸

出再禁止政策を取り始めていた。日本は一周遅れていた。

その結果は惨憺たるものだった。企業倒産が相次ぎ、失業

者が街に溢れた。特に恐慌の上に大凶作に見舞われた東北

農村地帯は飢餓線上に立たされ、娘の大量身売りが始まっ

た。

　31 年(昭和 6 年)12 月 13 日発足した犬養内閣は、蔵相高橋

是清によって金輸出禁止措置を即日断行し後に「高橋財

政」と言われ大規模財政支出政策を実施した。だが、とき

既に遅し。昭和恐慌は進行する一方だった。、三上ら青年

将校の決起させたのは、農村出身者が多い部下たちの窮状

に心を動かされたことも動機の一つされていた。もちろん、

海軍内部における海軍軍縮条約（建艦制限）の不満が大き

かったとも言われている。犬養は、ピストルで瀕死の重傷

を負いながら「話せば分かる」と叫んだと言うが、無念の

ほどが分かる。

◆時代相は酷似する

　今、こんなことを書き連ねたのは、今の時代相が当時と

余りに似ているからである。娘さんの身売りこそないが、

地方の貧困化は甚だしい。老人だけの限界集落が全土に放

置されている。都会でも失職した派遣社員はねぐらを追わ

れ、巷をさまよい、ホームレスに転落している。

　当時の若者は、政界や財界を大物狙いのテロを実行した

が、今の若者は無差別殺人に走る。大企業は、情け容赦な

く覇権切り、さらには正社員のリストラを進める。その実、

これまでの合理化、リストラで積み上げた社内留保金は過

去最高だという。共同通信が調べたトヨタ、キャノンなど

大手製造業 16 社ﾉ 2008 年 9 月末の内部留保の総計額は約 33

兆円と言う空前の規模だ。総理大臣麻生太郎が旧朧１日、

経団連会長御手洗富士夫、日本商工会議所会頭岡村正ら財

界首脳を官邸に呼んで「賃上げ、雇用維持」を要請したが、

確約は得られなかった。

　財閥富を誇れども

　

　と何やら歌の文句がつい口先に上る。ならば「権門（政

治）」はどうか。これまた解散か先延ばで、にっちもさっ

ちも行かない。まさに立ち往生である。民政・政友二大政

党が政権をめぐって相対立した当時の状況そっくりである。

まさに「国を憂うる心なし」である。

◆テロ・クーデター再発の恐れはないか

　昭和恐慌時代には、血盟団（井上日召主宰）らのテロ組

織は、浜口雄幸首相（当時）、井上準之助蔵相や三井財閥

の大番頭團琢磨ら金解禁関係者を相次いで射殺した。その

過程の中で 5･15 事件が起きた。三上らは、天皇親権の政府

樹立を目指すクーデターを意図していたようだが、計画が

余りにも粗雑幼稚で、すぐに鎮圧された。

　本格的なクーデターは、36 年(昭和 11 年)2 月 26 日の 2･26

事件だったが、昭和天皇の「兵らに告ぐ」の果断な措置で

未然に防止することが出来た。だが、クーデターでないが、

31 年(昭和 6 年)9 月に勃発した満州事変は、大本営を無視し

た関東軍一部参謀の暴走であった。軍の統帥権違反とも言

うべきもので、一種のクーデターであった。だが、当時の

閉塞感に充ちていた民衆は、これらの行為を快挙として拍

手喝采した。政府当局も、テロ実行犯や軍部関係者に対す

る処罰を軽減した。このことが軍部を増長させ、36 年(昭和

12 年)7 月のシナ事変、さらには 41 年(昭和 16 年)12 月の真

珠湾攻撃へと軍の暴走に拍車をかえることになったのは歴

史が示す通りである。

　ならば、今，テロ・クーデター再発の危険はないか。

　…あると言いたい。

　アキハバラ無差別殺人と、これに続く小泉某の厚生労働

省の事務次官狙いの連続殺人殺傷事件も一種のテロと言え

る。いずれも派遣社員を経験しているが、この種の不満分

子が同じような行動に出る公算は大きい。その予兆が見え

る。もし、彼らが井上日召が組織したような思想的テロ団

体を組織するようになったら極めて危険である。政府高官

もは経済界の大物も身辺を厳重警戒する必要があろう。

　ならば、クーデターの方はどうか？

　

◆田母神論文は軍クーデターの予兆だ

　現職空幕長田母神俊雄の論文めぐる一連の動きにその予

兆が見える。田母神は、自己の歴史観、思想を民間企業の

募集論文で明らかにしている。その内容については、既に

多く之識者によって論じられているのでここでは深入りし

ない。だが、識者の共通の見解は村山富市首相（当時）の
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「村山談話」に背馳するということだ。「村山談話」は、

その後の歴代内閣も総理大臣も、これを遵守ることを表明、

現在の麻生太郎首相も踏襲している。従って、首相（最高

司令官）の指揮下にある公務員（自衛官）がこれに従わな

いならば、昔なら統帥権侵犯、抗命事件として厳重処罰の

対象になろう。しかも、田母神と見解を同じくする自衛官

が、航空自衛隊を中心にかなりの数に上るという。彼らは

武装組織である。いったん、内閣に銃を向ければ、内閣を

転覆させ政府を支配することも可能な組織である。　なの

に、政府、特にに防衛省は、あたかも官庁不祥事を扱うが

ごとく田母神更、退職処分で済ませた、しかもて莫大な退

職金まで支払った。あたかも厄介者を追っ払うように。

　昭和恐慌時のテロ、クーデを単なる官庁不祥事として看

過で出来ない。

　しかも、田母神論文を批判する識者・評論家へ之厭がら

せのメールや脅迫じみた電話が頻繁に掛かって来るという。

まさにあの昭和の庶民のムードそのもである。

　歴史は繰り返すのと言うべきか。

　ならば、歴史を学ぶべきは賢者のみに限らない。政治家

も経済人も、いや一般庶民こそ、愚者になってはならない。

歴史を学ぶべきである。（「執筆者・Ｘ」ホームページ

『新・増さんの政治教室』より転載） 　

※＜新・増さんの政治教室＞ http://www33.ocn.ne.jp/ m̃a

ssan/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

ヰタ・コンピューターアリス ＜4.映画を観に行くと…!＞

【望月益男】

─────────────────────────

　それまでバラバラに運用していた各管理業務を統合し、

効率化とレベルアップを図るため、また互換性のない OS を

採用したそれまで運用中のオフコンから、MELCOM を導入

して業務を移行する計画を発案し承認された。

　導入したオフコンは中級の機種であったが、何よりも業

務を統合するため、万が一に備えバックアップ機能の強化

に腐心し、カートリッジディスクを二基増設した。この 60

センチ程度のお皿型のカートリッジディスクは 10MB で一

基が 50 万円程度だったと思うが、現在、1GM の USB が 50

0 円を切っているので、コストパフォーマンスは数値上 10

万倍になったこととなる。

　今回の設備投資はハード・ソフトで 25 百万円程度になっ

たので責任も重く感じられ、システムの基本及び詳細設計、

検証、業務の移行にほぼ一年間近く没頭した。

　そのため、四六時中モノクロ(背景グリーン)画面を見つめ

ていたので、気持ちは悪くなるし、黒板の白い字が補色関

係にあるピンクに見えてしまう程であった。そこで、周囲

に「映画館に行って普通の映画を観ると、ピンク映画に観

えてしまうよ」と冗談を言うと、大いに受けたものである。

自慢のジョークであったが、「それで、逆にピンク映画を

観るとどうなるの」と切り返す上手もいて、その時は答に

窮してしまったのである。ジョークとしては「ピンク映画

が普通の映画になってしまった」では面白くなく、「ピン

クが真紅となって、ぼかしも消えてしまったよ」と言うの

が、正解だったか。まだ、「ポルノではなくピンクの時

代」の話である。

　何はともあれ、システムはトラブルもなく移行が完了し、

一息ついて改めてコンピューターの威力を実感していたが、

暫くして特約会社の業務システム開発部門と兼務となった。
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◇今月のへぇー(72)＜中野の歴史＞【いとう】

─────────────────────────

　中野区サイト内の「なかの にぎわい Web―起創展街」

にはなかなか面白いコンテンツがありました。その一部、

「中野の歴史」のインデックスをご紹介。前述リンクから

ご覧ください。

01:原始、中野は寒かった！？（旧石器時代） 

02:意外とハイソな暮らしぶり？（縄文時代・ 1 万年前～2

千年前） 

03:都内きってのマンモスタウン！（弥生時代・ 2300 年前～

3 世紀頃まで） 

04:米はかまどで！「おこわ」は古墳時代生まれ。（古墳時

代・ 3 世紀～7 世紀） 

05:中野は国府を結ぶ重要ルート。（奈良・平安時代・ 7 世

紀～8 世紀） 

06:“中野”誕生!?（平安末期・ 10 世紀～鎌倉時代・室町時

代・ 11～14 世紀） 

07:中野の戦でヒーローに（戦国時代・ 15 世紀） 

08:なんでもやります！堀江氏　～中野フロンティア～（戦

国時代・ 16 世紀） 

09:青梅街道の役割（戦国時代～江戸時代） 

10:11 村からなった中野区域（江戸時代・ 17 世紀） 

11:ワンワン大好き！ 綱吉将軍（江戸時代・ 1687 年頃） 

12:日本全国象ブーム！だゾウ（江戸時代・ 1728 年頃） 

13:都内の花見の名所はこの人がつくった！（江戸時代・ 17

35 年頃） 

14:中野発展は青梅街道にアリ？（江戸時代・ 17 世紀）　～

商売繁盛！ 

15:中野発展は青梅街道にアリ？（江戸時代・ 17 世紀）　～

中野観光 
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16:中野名産品「たくあん」（明治～昭和） 

17:明治限定・中野茶所（明治） 

18:製粉から発展した中野地場産業（明治～） 

19:村から町、そして中野区へ（明治～昭和） 

20:トレイン！ トレイン！（明治） 

21:東京大移動（明治～大正） 

22:どんどん増えた公立小学校！（明治～昭和） 

23:戦災と戦後（昭和） 

24:中野駅が高架のワケとは（昭和～） 

※＜つれづれ ― プレイバック＞ http://titoh44.blog29.fc2.

com/ 
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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

─────────────────────────

展示／現代演劇シリーズ「弘前劇場の 30 年」

【日時】Part1 2008/9/20(土)～2009/2/4(水)　　

　　　　Part2 2008/12/1(月)～2009/2/4(水)

開館時間：10:00-17:00（火曜・金曜は 19:00 まで）

【会場】Part2 坪内博士記念演劇博物館 2 階企画展示室 2　

【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/2008hirosa

ki.html

展示／創立 125 周年記念寄贈資料展～寄せられた美術品の

数々～

【日時】2009/1/19(月)～3/7(土)

開館時間：10:00-18:00　休館日：日曜日、祝日

【会場】早稲田大学大隈記念タワー 125 記念展示室（早稲

田キャンパス 26 号館 10 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

【URL】http://www.waseda.jp/cac/ex125_200812212.html

筑紫哲也氏　追悼シンポジウム　多事激論！ジャーナリズ

ムのこれから

【日時】2009/1/26（月）17：00-20：00

【会場】早稲田キャンパス　大隈講堂

【対象】学生・教職員・一般

【参加方法】入場無料・要事前申込み

　※事前申込みはご参考 URL からお願いします

【問合せ】「筑紫哲也シンポジウム」実行委員会

【URL】http://www.waseda-j.jp/sympo/

講演会「The litigation system of information disclosure: 

A comparative study between Japan and Taiwan　

（情報公開をめぐる争訟制度-日台の比較を通じて-）」

講師：林素鳳氏（中央警察大学教授）

【日時】2009/1/26(月) 13:00-14:30

【会場】早稲田キャンパス 9 号館 5 階第 1 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/jp/lec_symp/index.

html
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事務局からお知らせ　　　　　　　　　　　配信数 102

───────────────────────── 

☆会ブログ http://wnakano.blog76.fc2.com/ には各部会の

開催予定などを掲載していますので、お試し・飛び入りな

どお気軽にご参加ください。とくに新入会員の皆さま、お

時間あれば是非どうぞ。

【新年会】お誘いあわせてご参加ください

 1 月 31 日 15:00～ 織田学園グリーンホール

ご都合がついて参加可能になった場合は幹事長までご連絡

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

…）のご寄稿を気軽にどうぞ。

次号は 2009 年 2 月 20 日配信予定〔前日に原稿〆〕

◇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

★配信の登録停止・メールアドレス変更

　http://wnakano.moo.jp/guide.html

━━━━━━━━━━━━━メルマガ担当【いとう】━━


