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※投稿原稿をお待ちしています。テーマ･文字数自由でお気

軽にどうぞ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◇なかとう句会 ＜ 春一番 ＞

─────────────────────────

　　　網走に　流氷接岸　冴え返る　【狸の意味深翁】

　　　大不況　七草がゆに　温もりて

　　　三寒と　四温に揺れる　梅つぼみ

　　　紅おぼろ　桃か梅かと　ときめいて

　　　老いてなお　義理チョコの春　懐かしや

　　　蓮根と　牛蒡アクぬき　春芽生え　

　　　春一番　クリームチーズに　苺のせ

　　　春一番　吹いて飛び交う　恋メール

　　　菜の花の　黄の色眩し　プレリュード

　　　正月や　ふと次ぎの角　めずらしや　【シグ子】

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◇夢魂川柳・手前の太道 (48) 【家元 ひがし】

─────────────────────────

　　　古時計不覚に膝の孫濡らす

　　　浮揚せず日本も欲しいハドソン川

　　　長生きの秘訣　毎朝目をさませ

　　　お賽銭出来高払い　今年だけ

　　　あきんどが「面白いように売れないね」

　　　恍惚の義母書く筆は凛として

　　　生み終えた笑顔まぶしく嫁光り

　　　投了図まだまだやれると思うのに

　　　のど仏古里向けて分骨す

　　　アンパンマン　白雪姫に人目惚れ

☆芭蕉の築いた俳句の世界「奥の細道」に対して、もっと

自由で広大な川柳の宇宙空間を築こうと思い、今回より

「手前の太道（ふとみち）」としました

☆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

イン入門」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(84)＜歩きすぎたこと＞【市川孝

二】

─────────────────────────

　ベルリンで「フェスト・ターゲ」と言う音楽祭があり音

楽三昧の生活を過ごしました。皆が帰国する日の朝、団体

と分かれて私だけアムステルダムに行き、数日を過ごすこ

とにしました。個人の旅は添乗員なしで緊張します。

　無事にスキポール空港に着きました。ビジネス席でした

ので早めに飛行機から降りました。慎重に同じ飛行機の方

の後を歩いて行けば良いのに、ルンルン気分で足早に歩き

ました。何時までいっても出口は見あたりません。預けた

トランクを受け取り税関審査を通る必要があります。税関

審査をする荷物はありません。オランダのスキポール空港

は何度か乗り換えで経験があります。ベルリンから今到着

したのだが、何処で荷物を受け取るのかを空港係員に尋ね

ました。私は歩きすぎでした。しまった・・と引き返しま

した。やっと、荷物受け取りのターンテーブルの場所に辿

りつきました。同じ航空機の人たちは荷物を受け取ったの

でしょう。誰も居ません。

　日本人の女性が私を見つけ、市川さんですかと叫びます。

旅行会社に依頼した出迎えの人でした。本当は「荷物の受

け取り」場所に、出迎え人は入れないのですが、何時まで

たっても私が出てこないので制止を振り抜けて強引に入っ

てしまった。そうしたら私の名札のトランクだけがターン

テーブルの上を動いていた。だから取り上げた。大きな空

港なので必要なバツゲージ・クレームのブースを見落とし

て、違う方向に歩いていたのでした。このミス以降は慎重

に他の乗客の後をついて行くことにしました。

　とにかく出迎え人とも会えてホットし次第です。ここの

ホテル・オークラに予約しています。タクシーでホテルに

着きましたが午前 9 時前でチェツイン出来ないと言うと、

そんなことはない予約してあるのだから荷物を部屋に運ん

で貰うという。出迎えたガイドはロビーで待ちますとのこ

と。その通り荷物は部屋に運んでくれました。必要な手荷

物だけをトランクから取り出してガイドの待つロビーに降

りました。この日はデン・ハーグに行きマウリッツハイス

の「フェルメール展」に行くのが主要な目的でした。取り

にくいチケットを確保してくれました。たたし、午後 4 時

からの 2 時間です。私分だけのチケットかと思ったのに、

ガイド分のチケットも確保したとのこと。一緒に入りフェ

ルメール絵画の説明をしてくれるとのこと。頼もしい限り
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です。

　この人は絵画に詳しい人でした。先にアムステルダム観

光をしてからフェルメールが住んでいたデルフトを観光し

ます。デン・ハーグの「フェルメール展」は 16 時の時間指

定ですした。彼女の豪語するように、一時間ちょっとで最

初の国立博物館のお勧めポイントを消化してから、チャー

タしたリムジンでデルフトとデン・ハーグに行きました。

マウリッツハイス美術館は狭い所なので周りの「堀」に船

を並べてそこから入館します。ここは絵はがき・図書その

他フェルメール関連のお土産品の売り場でもあります。英

語版の展覧会のガイドブックや「真珠の首飾りの少女」の

T シャツなどを帰りに買いました。指定の時間は一時間位

でしたが、ガイドは入ったら長く滞在しても OK とのこと。

（因みにローマのボルゲーゼ美術館は 2 時間の入れ替え制

でした）

世界の美術館からかき集めた彼の作品が所狭しと展示され

ていました。至福の時間でした。前年のアメリカでの展示

よりも 2 作品も多く展示されていました。

※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(73)＜ 日帰り温泉　穂の香乃湯 ＞【中野信

吾】

─────────────────────────

　以前からこの場所に温泉施設があることは知っていたの

だが、いつごろから開業したかは分からなかった。それは

旧浅科村甲にあるあさしな温泉「穂の香乃湯」。私は佐久

市と合併（平成 17 年）してから知るようになった。平成 5

年 7 月の開業。村営施設で、当初村民への福祉が目的で造

られたもの。邪推だがこれも竹下内閣が「ふるさと創生」

で 1 億円をばら撒いた恩恵に浴したものだったのだろか。

訪れる客は村外の人が 7 割にも及ぶ人気だという。軽井沢

方面を訪れた人が、佐久へもと足を伸ばして温泉めぐりを

する人たちが増えてきている。国道沿いにあり、交通の便

もよいという利点も重なる。泉質は単純泉（泉温は 28.7℃、

pH7.89）で 42℃に加温されている。

　

　ひょんなことで、夕方この温泉へ入りに行った。暗くな

りかけた時分なので、近所の人たちが入浴にきていた。夕

刻のラッシュアワーである。余裕がある駐車場は満車。近

くの施設の場所まで占拠する盛況ぶりである。

ゆったりとした庭園風景の中に大きな石組みで造られた露

天風呂（大・小）がある。大きい方は打たせ湯となってい

る。また、内湯は流れる湯となって循環している。湯船は

大きいのだが洗い場が湯船に比して若干小さいのが残念。

宿泊施設がないのは、もともと村民の福祉のためにという

ことからだから、「日帰りで十分」という考えからだろう

と思った。だからロビー、休憩室のある広間、食堂はある

ものの、他の温泉施設からすれば寂しい気もする。地元が

対象なのだからこれでいいのかもしれない。軽食ぐらいは

持ち込めるようだ。ロビーには地元特産品を売るコーナー

もある。

　

　この温泉へのアクセスは上信越自動車道佐久 IC より 11k

m、車で約 30 分。R141 から R142 で行ける。佐久平の西側

（南に蓼科山、北に浅間山が盆地を挟んでいる）で蓼科山

麓と佐久平の境目ぐらいの場所にあるところで、とてもロ

ケーションがよい。

　江戸時代に原野であったこの土地を、上野国・南牧村の

市川五郎兵衛が私財を投げ打って約 20km に及ぶ農業用水

路を開鑿して開拓した。彼の功績から名前を取って五郎兵

衛新田と呼ばれる所以だ。近くにはその記念館もある。日

帰り可能なこの温泉は訪れる時期として最適なのが、10、1

1 月がよい。というのも丁度りんご狩りのシーズンに重ねて

のことだが、澄み切った青空に周囲に聳える山容はなんと

もいえない風景をかもし出している。

　

営業時間は夏期：10 時から 22 時。冬期：10 時から 21 時。

火曜日は定休日（祝日日は営業する）入浴料：350 円。　手

ぬぐい、石鹸、シャンプー持参。（手ぬぐいは売店でも売

っている）

　駐車場は 200 台（無料）

　特産品：凍み豆腐　五郎兵衛米（米に甘味がある）

　五郎兵衛新田

　http://www1.ocn.ne.jp/ õomi/tokusyu5.htm

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◇辛口コラム(37) ＜鹿島の「裏金」事件は国策捜査か＞

【増山榮太郎】

─────────────────────────

◆東京地検特捜部の狙いは何か

　　マスコミは、キャノンをめぐる鹿島の「裏金」事件の

報道で持ちきりである。2 月 10 日、東京地検特捜部は、キ

ャノンの大規模工場建設プロジェクトに絡む脱税事件で大

分市の内装工事会社「ライトブラック」（LB)社長大賀規久

容疑者（65）ら 7 人を逮捕した。大賀社長は、キャノン関

係の工事の斡旋謝礼として大手ゼネコン「鹿島」などから

裏金を受け取り 30 億円を隠し所得として不正に蓄財したと

されている。

　同じ日、準大手ゼネコン「西松建設」の前社長国沢幹雄
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容疑者（70)が、海外でつくった工事費の裏金を不法に国内

に持ち込んだとして、外為法違反の罪で同じく東京地検特

捜部によって起訴されたニュースが紙面の片隅に小さく報

じられていた。

　実は、後でも触れるが、この二つの事件は、建設会社の

裏金が不法に使われたことで共通点があるが、実は地検特

捜部のいわゆる「国策捜査」に絡む事件として今後の行方

に注目したい。

◆「国策捜査」とは何か？

　外務省ノンキャリアの佐藤優（外為法違反容疑で控訴

中）の著書「国策調査」でその名は、一躍有名になったが、

「正義の味方」、あの東京地検特捜部が、国策と称して極

めて恣意的、政治的に捜査、検挙しているというのだ。担

当検事が、自ら佐藤に対して「これは国策捜査だからね」

と告げたという。

　そう言う観点から見ると、最近の地検特捜部の一連の捜

査実績には「なるほど」と頷けるケースが目立つ。

　村上政邦元参院自民議員会長をめぐる KSD 汚職事件（最

高裁で実刑確定）。旧経世会（自民党旧竹下派）事務局へ

の 1 億円授受をめぐる政治資金規正法違反事件で 1 審有罪

の村岡兼造元官房長官（高裁で係争中）、収賄事件で起訴

された鈴木宗男元官房副長官も 1 審、2 審で有罪判決、現在

最高裁で係争中である。

　これらの事件で共通しているのは、いずれも無罪を主張

し「政治的にハメめられた。国策調査だ」と述べている点

だ。

　もう一つ、彼らの共通点は、時の政権の「嫌われ者」か、

世評的に評判が悪く、時の政権にとっても「邪魔者扱い」

にされていた点だ。つまり、権力によって「消された」と

言ったら言い過ぎか。

　一方、「国策調査」には反対の場合もある。例えば、防

衛省汚職で守屋武昌事務次官（当時）が業者からの過剰接

待で収賄罪で逮捕、起訴された。実は、背後に元防衛長官

クラスの自民党大物の名も取り沙汰されたが、検察捜査は、

守屋でスン止めされた。

　なぜか。風聞では、これらの大物閣僚経験者の逮捕に発

展すれば、当時の内閣（安倍、福田内閣）は持たないと言

われていた。検察当局に政治的配慮がなかったとは言えな

い。

　従って、「正義の味方」も案外恣意的政治的というのも

このことを指すのである。

◆標的は御手洗キャノン会長か

　「鹿島」の裏金がキャンの工事に絡んでいることは、こ

れまでの報道でも明らかだ。特に首謀者の建設コンサル社

長大賀規久は、経団連会長（現キャノン会長）御手洗富士

夫とは古くから親戚関係にあり、しかも大賀は「まるで御

手洗氏の秘書」と書かれるほど、ゴルフの手配や食事、飛

行機の世話まで引き受けていたという。裏金の流れが、御

手洗に流れてもおかしくない間柄だ。特に御手洗は、財界

の総理と言われる「経団連会長」ポストに就くため事前に

かなりの運動費をバラまいたと言われている。一説では 5

億円という。偶然かどうか、その金額は、キャノンが鹿島

に建設を依頼した大分県内の工場建設費の裏金に相当する

らしい。

　と言うことは、　地検特捜部の標的がこの辺にあること

は間違いない。

  御手洗は、大賀逮捕に関して記者会見で「私もキャノン

も何ら関与してない」と否定した。にもかかわらず、彼が

「国策捜査」の標的されているのは、これまで政府の要請

にもかかわらず企業従業員の賃上げについて一向に耳を傾

けなかった。企業が肥え太って余剰資金を溜め込んでいる

が、従業員は火の車だった。しかも、世界が同時不況にな

るや、キャノンが率先して「派遣切り」に走った。キャノ

ンは、経団連会長を擁する超大企業である。社会的にも公

的にも責任は重い。従って、どんなに苦しくとも、歯を食

いしばっても、派遣切りや雇用調整はすべきでなかった。

やるにしても最期の土壇場でやるべきだった。それが他企

業に先駆けてこれに手を染めた。そのため、各社も一斉に

キャノンに見習った。今日の失業者増大、雇用不安のタネ

を蒔いたのは、まさに御手洗本人である。国民の怨嗟の声

は、キャノンに、そして、そのトップ御手洗に向けられて

いる。

　彼が「日本一の嫌われ者」であることは間違いない。そ

の意味では、これも一種の「国策捜査」であろう。御手洗

逮捕は、国民にとって「ガス抜き」の効用もある。また、

そうしなければ特捜部は「正義の味方」の名を返上しなけ

ればならない。

　ただ、用心すべきは「国策捜査」は、ある意味で政治的

恣意的であるがゆえに、権力に弱い一面がある。政治権力

によって捜査の方向がねじ曲げられないように国民も、監

視を怠ってはならない。執筆者・Ｘ）

▼筆者から＝「西松建設」に絡む「国策捜査」に関しては

後日、改めて取り上げたい。

（注）以上の記事は、『増さんの政治教室』より転載

http://www33.ocn.ne.jp/ m̃assan/ 
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

ヰタ・コンピューターアリス ＜5.打ち上げ花火師の物語 ＞

【望月益男】

─────────────────────────

　特約会社の業務を管理する部門では、既に当時簡易言語

として脚光を浴び始めていたソード社の PIPS による業務シ

ステムを開発し、特約店に導入を始めていた。PIPS は、従

来、システム開発をプロの業者に委託しなければならなか

ったのが、PIPS で自ら作り上げることが出来る、要すれば

「システム開発費が不要」というのが売りで、確かに画期

的ではあった。しかし現場では、そのメリットは理解でき

ても、業務的にはまだまだ不満な点が多く、なかなか導入

が進捗していなかった。特に、データを FD に書き込みなが

ら手順を踏んで処理していくため、時間がかかるのが致命

的であった。例えば、経理伝票を一枚入力すると、それが

反映した試算表がアウトプットされるまで 20 分以上掛かっ

てしまっていた。それに、ハードウェアもまだまだ高価で

あった。

　これを推進していたのが S 氏で、我々は彼を「打ち上げ

花火師 S さん」と呼んでいた。彼は世の中の新しい流れに

積極的に取組んでいた。この「調査・研究」業務は会社と

しては重要な機能ではあるのだが、彼はそれに止まらず、

上司の「玉や」部長や「鍵や」部長を説得、篭絡して決裁

を取り付けて、兎に角花火を打ち上げてしまうのである。

そして、打ち上げたまま消えてしまう案件が少なくなく、

社内外の関係者に少なからず迷惑をかけてしまうのであっ

た。

　マーケティングに「林檎は二口、三口目に齧りなさ

い。」という有名な戦略がある。「一口目には毒があるか

もしれない。十口目には芯しか残っていない」というもの

で、この戦略を多くの企業が実践し、着実に成長してきた

と聞く。

Ref.セオドア･レビット「革新的イミテーションのすす

め」：製品ライフサイクルをどう操作するか；他社のかじ

ったリンゴを狙え

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◇今月のへぇー(73)＜禁煙・節酒・太め＞【いとう】

─────────────────────────

　　昨年から始めた週一ドライデーも、ほぼ守ることが出

来て一年経過。夏場のランニングの後など偶に忘れてビー

ル！なんていう時もあったがこの頃は、娘からも、月曜日

には「今日はドライでしょ？」と念を押される始末。そう

効果は覿面ということではないものの、体調はよく火曜日

のお酒が身にしみるほど旨い！

　1 月 30 日の気になるニュースは「禁煙・節酒・太め」厚

労省…メタボ健診に疑問（毎日新聞）があった。

http://mainichi.jp/life/today/news/20090130k0000e040045

000c.html?link_id=TT006

そう長生きしたいわけでもないが、ベスト BMI は 25-27 だ

そう。身長 170cm だと、75-78Kg にもなる、ホントかし

ら??

　この頃はランニングのお陰で、食事は減らさず BMI22 と

ばっちりのバランスだったが、うーんこれ以上は減らない

ほうがよさそうだ。

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

com/ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◇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／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

ASMeW 成果報告シンポジウム「ASMeW5 年間の軌跡と今

後の展望」

【日時】2009/2/23（月）13:30-17:20

【会場】東京女子医科大学・早稲田大学連携先端生命医科

学研究教育施設（TWIns）3 階セミナー室

【対象】学生・院生・教職員・一般

【参加方法】入場無料・要事前申込み

【問合せ】早稲田大学先端科学・健康医療融合研究機構(AS

MeW)（担当：大坪）

【URL】：http://www.waseda.jp/scoe/sympo090223.html
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事務局からお知らせ　　　　　　　　　　　配信数 108

───────────────────────── 

☆2009 年新年会へのご参加ありがとうございました。

　手作りのため行き届かなかったことも多くあったかと思

いますが、例年になく活発に会員同士の交流も図られたか

と思います。皆様のお陰で成功裏に終わりました。いろい

ろとご協力いただきありがとうございました（高田）

☆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。

☆本メルマガは、2001 年 1 月の創刊号以来ちょうど 100 号

となりました。連載ご寄稿いただいている皆さま、たいへ

んありがとうございました。メールとしては文字数が多す

ぎるのでサマリーのみにするとか、月 2 回配信にするとか

考えていましたが、まだ適当な方向が思いつきません。ご

意見もお寄せいただければ幸いです。

　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 3 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

◇過去の全メルマガ

　 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】━━


