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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(99) ＜ 春めく ＞

─────────────────────────

春告げる　華やぎ知技研　市川亭　【狸の意味深翁】

春めいて　ももひき洗えば　降る黄砂

辛夷咲く　アラと指さす　マニュキュアは紅

シャキシャキと　新玉ねぎの　透きとおる

春キャベツ　唇ハミング　甘い味

陽射し刺す　レースのカーテン　春を編む

異郷にて クリスマスローズ 咲きほこる　【シグ子】

ペン画より 水彩絵の具の ボタン雪

人影も　少なし早稲田の　学期末　　【伊楽】

ベローチェが　常連となる　モーニング

篳篥（ひちりき）が　頭上に響く　サンモール

オバサンが　群れなし向かう　ゼロホール

春近し　枝に蕾（つぼみ）の気配あり

抱っこして寝入る孫みる至福のとき　　【兎鳥】

ジジババも競って抱っこし腰痛に

ハイハイベビー部屋中片づけ回って知恵くらべ

寝せてよねハイハイしてくる孫についホロリ

寝せようと孫より先についうとり

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◇夢魂川柳・手前の太道 (49) 【家元 ひがし】

─────────────────────────

　　　緋い糸　こんがらがって別な人

　　　スキャンされ輪切りのわたし此岸かな

　　　陪審用ロボット開発して下さい

　　　給付金　還付金なら皆（＾0＾）

　　　美人猫舌　美男二枚舌

　　　うつの人　見舞って帰りうつの人

　　　どこかしこ　古里と思う他は無し

　　　乙女らのケイタイ笏よ　飛鳥かな

　　　ガハハ　クスッ　ナルホド　トホホ　是川柳

　　　表彰状　妻にあげたし　いらなそう　　

☆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、前回より

「手前の太道（ふとみち）」としました。

☆コンサートのお知らせ

①グルッポえするたあて

日時：3 月 21 日（土）18：30～　

会場：世田谷等々力区民会館

会費：3,000 円/人

オペラ・アリアのコンサートの中で、私は「ドリゴのセレ

ナーデ」を歌います。申込み先着 4 名様は御招待

②カンツォーネの王様・東のコンサート

日時： 3 月 28 日（土）18：00～　

会場：大垣コーヒーハウス・バンフ（岐阜県大垣市大井 1-3

7　TEL0584-74-5544）

コーヒーとケーキと実力派のオペラ歌手ばかりのカンツォ

ーネのコンサートで「王様」の私も 6 曲歌います。先着 2

名様は御招待します。私に申込下さい

会費：4,000 円/人

③第 100 回舞寿の会　（入場無料）

日時：3 月 29 日（日）12：20～　

会場：文京シビックセンター小ホール

ピアノ 2 台を主体とした格調の高いコンサートで、私も 3

曲カンツォーネの名曲を歌います。祝 100 回記念のメデタ

イ会で特別に入場無料です。御希望の方にはプログラムを

お送りします

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(85)＜未着の荷物＞【市川孝二】

─────────────────────────

　夫婦でハワイ諸島に行ったときのこと。一度目はマウイ

島・オアフ島でしたので、二度目はマウイ島に数日滞在し

てからハワイ島とオアフ島というコースを作りました。団

体旅行は皆の後をついて行くので簡単・便利です。しかし、

自由が効きません。個人の旅は費用もかなり嵩みますが

「好きなこと」が出来る利点があります。

　マウイ島からはアロハ航空のビジネスでハワイ島に飛び

ました。私だけのトランクが出てきません。空港の人は運

び忘れたのだろう。マウイ島→ハワイ島の次の便で来るか

らホテルに届けますと言う。ここではヒルトンに予約して

ありました。航空機の旅では荷物のトラブルはよくあるこ

とです。　正直に言うと「不愉快」ですが仕方がないと諦

めました。

　気持ちを切り替えてヘリコプターのハワイ島遊覧に予定

通りに行くことにしました。アメリカ人の夫婦と私たちの 4

人が乗りました。ヘリではところどころ日本語の解説がヘ

ッドフォーンで説明されます。（とにかくヘリの回転翼で
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うるさいのです）

　まず、「地球上で最も宇宙に近い所」と言われるマウナ

ケア山に「すばる望遠鏡」があります。私たちの時は建設

中でした。いくつかの国の天体望遠鏡の施設が散在してい

ます。次いでキラウエア火山の玄武岩質の溶岩が流れてい

る上空に行きました。昔 TV や新聞で報道されていた活発な

火山の噴火ではありません。もしもそんな状況ならば、ヘ

リの上空の飛行は禁止されるでしょう。その時は粘性の低

いどろどろした溶岩が中腹から下の方に流れていました。

初めは赤色で次第に黒に変色します。また海岸線には溶岩

が海水に到達して海水と混じりあい水蒸気を上げています。

もしも不時着したらどうしよう。ヘリは流れている「マグ

マのなれの果て・溶岩」上の数メートル上を旋回します。

初めてのスリリングな、貴重な体験でした。

　これぞハワイに来たです。ヘリコプターは２時間飛行し

ます。飛び立って１時間でハワイ島西部のコナにおり、こ

こで給油しますし、私たちも休憩です。後半は島の西部か

ら滝のそばを通ったり、広い牧場の上を経由してペリボー

トに戻りました。

　ニューヨークその他で遊覧飛行の体験はありますが、延

べ２時間の飛行は初めてでした。マウナケア山の観測施設

よりも、キラウエア火山の流れる溶岩（初めは赤くて次第

に空気に触れて赤黒色に、後に黒く変わる）は見物です。

アメリカは溶岩の海岸線への到達で国土が少しずつ増えて

いることが判りました。

　アッという間にヘリポートに戻りました。降りた４人を

見てアメリカ人らしい男女の若い観光客は「どんな具合

か？」と熱心に聞いてきました。次に乗るかどうか思案中

だったようです。乗ったアメリカ人はスプレンディット！

ファイン！を繰り返し、思案中のカップルは直ぐに支払い

の手続きをしたのでした。

　ホテルに戻るとフロントの人から未着のトランクが届い

たことを告げられました。空港での荷物の遅れなどよくあ

ることなのでしよう。ヘリコプター遊覧で興奮し荷物の不

愉快なことも忘れていたのでした。その後はこの種の荷物

のトラブル体験はありません。

※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(74)＜ 福寿草 ＞【中野信吾】

─────────────────────────

　庭の福寿草は今年もまたきれいに花を咲かせた。いつも

の年と違って降雪が少なく、雪は降っても 5,6 センチぐらい

ですぐに融けてしまう。気温が比較的高いために生長の条

件がそろっていたようだった。この花は開花期間が長い。

周囲に花が咲かない何もないときほど、その存在感は大き

く楽しませてくれているようだ。

　

　いちばん早く咲く場所は、陽だまりのある庭の入り口の

一等地。我が家を訪れる人がすばやく目を止める場所だ。

最初にこの場所から始まって、他の植木の下など陽があま

り当たらないところまで庭一面に咲き、長く花を楽しめる。

花は庭一面に自然に広がったもので、繁殖力は相当に強い。

　

　この花の手入れはしない。庭は自然繁殖の条件が揃った

適地なのかもしれない。手間もかけずに花のない時期に咲

き出すのだから堪えられない。そもそも先代が盆栽を入手

したものか、どこからか株分けしてきたものを庭へ植えた

ものだろう。どこの家でも庭はきれいに手入れしている。

それなのに我が家の庭は手入れどころか、いたるところ落

ち葉が積もって自然の山野のような状態だ。こんな環境だ

から、草花にとっては居心地が良いのかもしれない。庭を

きれいにして、手入れが行き届かせた中で花を眺めるのも

良いのだが、あまりにも都会的で整然としていすぎる、と

嘯いている。これも当方の性格が現れているからだろうか。

古びた茅屋には野趣味のほうがあっているような気もする

のだが。言い訳かもしれない。

　

　一月下旬ごろから三月一杯まで咲くこの花は、キンポウ

ゲ科の花だ。やたらに増えるので時には整理するのだが根

が深くまで伸びていて抜くのに力が要る。株分けは 3,4 年に

一度だというが、そんなことはしない。仮に植え替えをす

るとすれば、時期は 11 月ごろというのだが、この時期は忙

しい。我が家の花の増え方は恐らく種ができて自然にこぼ

れたものであろう。いわゆる採種して直ぐ蒔く「取り蒔

き」と同様のものだと思う。それだけ手を煩わせないで済

むのだから堪えられない。とにかく花の少ないこの時期、

殺伐とした風景の中に庭一面に咲きそろい、彩を添えてく

れているのに感謝したい。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◇辛口コラム(38) ＜検察当局は「次期首相」を選ぶ権限が

あるのか＞【匿名・Ｘ】

─────────────────────────

◆小沢代表の辞任は時間の問題

　もはや、小沢一郎の民主党代表の辞任は、時間の問題で

ある。3 月 9 日付の朝刊各紙が揃って紙面に掲載した世論調

査を見れば歴然とする。朝日は「小沢代表は辞任すべき

だ」と回答したもの 57%、読売 53%、産経・フジ 47.4%、

共同通信 61%、毎日（ただし 8 日付掲載）57%と 50%前後
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の回答者が小沢の代表辞任を求めている。

また、小沢が記者会見で公設秘書の逮捕について「法にの

っとっている。やましいことはない」と記者会見で発言し

たことについても「納得できない」と回答したものは 80%

前後の多きに達している。しかも、頼みの民主党内からも

「辞任やむなし」の声が高まりつつある。

　恐らく大久保秘書の拘留期限の切れる 3 月 24 日、この日

は東京地検特捜部が大久保をキシするかどうかを決める日

だが、多分、特捜部は起訴するであろう。従って、この日

が小沢が進退を決めるメドの日になるであろう。

「稀代の革命児」「壊し屋」と言われながらも「自民党打

倒」の執念に燃え、今やその目標達成を一歩目前にしての

代表辞任は、その無念さは思い余るものがある。

　ライバル麻生太郎首相は、「政治不信が高まるのを恐れ

る」と一見、無表情を装っているが、内心では欣喜雀躍で

あろう。民主党内にも、小沢の政治手腕について畏怖しな

がらも、その独裁的手法に不満を高めていた前原誠司、仙

谷由人 、枝野幸男、野田佳彦らは内心ホッとしているに違

いない。

◆検察当局は”快哉”の叫びか

　だが、一番「してやったり」と快哉を叫びそうなのは、

検察庁最高幹部から東京地検特捜部のメンメンであろう。

あるいは、霞ヶ関の全官僚、特にキャリア組（高級官僚）

はトキの声を上げているに違いない。

小沢の辞任は、ある意味で一般世論の批判に押されての対

応である。

ならば、なぜ、一般世論は小沢に厳しい判断を下したの

か？

　これは、地検特捜部がマスコミを通じ流した巧妙な情報

リークの成果と言ってよい。小沢が言っているように、ま

だ捜査は始まったばかりだ。裁判決着が付くまで「推定無

罪」である。裁判で決着が付くまで、いかに犯罪臭濃厚な

被疑者といえども、犯罪人ではない。その人権は守られる

べきである。

にもかかわらず、地検特捜部は、政治家に対する不信感、

特に「斡旋収賄罪」「汚職」などに敏感な庶民感情を煽る

ような情報ネタをマスコミを通じてこれでもか、これでも

かと、流す。

　マスコミは、今や一種の特ダネ合戦になっている。従っ

て、情報ネタを針小棒大に誇張し、拡大し、記事に仕立て

る。従って、清廉潔白を主張するどんな被疑者でも、いつ

の間か、本物のか犯罪者に仕立てられてしまう。実像でな

く、虚像がまかり通れば、被疑者の無罪が、最高裁で確定

しても、その汚名は消えない。

一方、情報発信元の地検特捜部は、「あれはマスコミが勝

手にやったこと。こちらには責任も、関係ない」とシラを

切ることができる。ある意味で現在、係争中のホリエモン

も、佐藤優も、鈴木宗男も、その犠牲者だ。

◆どんな人間が「国策捜査」の標的になるか

　小沢の公的秘書の逮捕について「国策捜査」の疑いが濃

厚だ。

ならば「国策捜査」と一体、何か。どんな場合に発動され

るのか。

まずは、醇風美俗、社会的常識に背反するものが対象にな

る。バブルに踊ったホリエモンや元通産下僚村上某などは

その部類に属する。

社会的不満のガス抜きを狙ったものとして旧長銀役員の逮

捕（最高裁で無罪確定）などがある。

国策上、あるいは政策遂行上、好ましくない人物としては

外務省を思いのまま牛耳った鈴木宗男、佐藤優などがその

典型だ。

　その人物の権力が余りに巨大化し、国会、行政府、政、

官界などをコントロールしかねない危険人物。さしづめ田

中角栄、金丸信、児玉誉志夫などが当てはまるだろう。彼

らを葬り去り、社会的に抹殺するには贈収賄事件に名を借

りた「国策捜査」が合法的である。

ならば、小沢が標的になった理由は何か？

◆小沢の罪状は何か

　小沢が「国策捜査の対象になったのは、霞ヶ関（官僚）

に根強い民主党政権誕生に対する嫌悪感であろう。民主党

は、そのマニフェスト（選挙公約）でも掲げているように、

公務員の徹底的改革を主張し、特に「官僚主導から政治主

導」に全面的切り替えるため民主党議員 100 人を各省庁に

送り込むとか、事務次官会議を廃止するとか、局長以上の

高級官僚にいったん辞表を提出させ、その忠誠度を確認す

るなどを公言している。

このことが、官僚のプライドを傷つけている。また、法務、

警察、公安関係は、民主党内の旧社会党系議員や政権誕生

とともに連立政権の閣僚就任を予想される社民党系議員に

対する疑念がある。また、外交・安保関係では、小沢代表

が「日本防衛のために第 7 艦隊以外はアメリカの兵力は要

らない」と言った一連の反米的発言も、「小沢政権」に対

する懸念材料である。

　だが、検察当局が、あえて「国策捜査」という批判を覚

悟の上で、強制捜査に踏み切った最大の理由は「小沢首相

誕生」に対する検察側の組織防衛と言えるのではないか。

小沢は、政治の師・田中角栄のロ事件の公判中６年間も法

廷に通い、検察側と弁護側とのやり取りの一部始終を聴き

取っていた。その結果、検察に対して不信感を募らせたと
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言われる。リクルート事件、金丸事件についても、渦中か

ら検察のやり口を見つめていた。

「あいつらは議員のバッジを取りたがる」という小沢の言

葉にも、検察に対する憎悪感がある。また、小沢は「検察

官僚も行政官に過ぎない。総理の指揮命令下にある」と広

言して憚らない。そこには、かつてワンマン首相吉田茂が、

造船疑獄で逮捕寸前だった佐藤栄作自由党幹事長（当時）

をめぐって「指揮権」を発動し、逮捕を取りやめさせた故

事があるが、「小沢首相」になれば「指揮権発動」」も辞

さないかもしれない。その恐怖感が「国策捜査」に踏み切

らせたと言ったら、言い過ぎだろか？

◆「小沢首相」は阻止されたが、これで済むのか

　本稿では、軽々しい予断は避けたいが、小沢が説く今日

地検特捜部の意図的捜査によって政界の第一線から撤退を

余儀なくされるのは、ほぼ間違いない。彼が念願とした

『政権交代』『民主党政権樹立』『小沢首相誕生』も、春

の淡雪の如く消え去る運命かもしれない。

確かに、政治家小沢一郎は、欠陥の多い人物である。筆者

自身（Ｘ）としても、彼が首相になることが、日本国にと

って幸せかどうか疑念を持つ。

ただ、彼の代表辞任が適当かどうか、あるいは民主党政権

を誕生させるか、否か、最終的には「小沢首相」を阻止す

べきかどうかは、挙げて日本国有権者の判断に委ねられる

べきだ。それが民主主義政治の鉄則である。かりそめにも、

検察官僚の恣意的意図、政治的判断に委ねるべきではない。

それが、いかに彼らの正義感に基づくとしても。

（注）『増さんの政治教室』（http://www33.ocn.ne.jp/ m̃

assan/ ）より転載

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

ヰタ・コンピューターアリス ＜6.打ち上げ花火師の物語－

その 2－＞【望月益男】

─────────────────────────

　＜林檎は二口、三口目に齧りなさい＞は、企業のあらゆ

る部門にとっても有効な戦略で、新しい流れとか手法を慎

重に調査・研究しつつじっと見守り、ついには成功しそう

だとみると、すばやく行動を開始し、林檎を齧ることが肝

要だと言うことである。S 氏は充分世の中の動向を把握して

から、またモデル店でみっちり運用して効力を確かめてか

ら、実行するべきであった。後始末も結構大変なのである。

　但し、個人レベルでは、一口目に齧るのはイノベーター

とかオピニオンリーダーとして称賛される。少なくともリ

スクはすべて個人が負う訳で非難されるものではない。

　余談だか、私の父は、典型的な「一口目や」であった。

長野で TV の放送がまだ始まる前に、友人の電気屋の親父に

唆されたのか、我が家に TV がやって来た。ごく僅かな電波

が東京方面から山を越えて来ていて、「シャー」という音

と微かな黒い影が動くのが見えたが、「これはひょっとし

たら、相撲かもしれない」とか言っていたのを覚えている。

高価な TV であり、あまりに酷いと祖母に叱られ、直ぐに T

V は電気屋に引き取られて行った。また、ソニーの初期の

テープレコーダーも我家にあり、学校の教材としてもまだ

入っていない頃で、よく遊んだものである。

　暫くして、取引会社が新しい業務システムを持ち込んで

来たが、S 氏は PIPS の手前もあってか、本件を私に下駄を

預けてきた。

　それは最近アメリカから入ってきた CP/M という 0S(MS-

DOS だったかもしれない)で作動するシステムで、独立した

若手の SE が開発したものであった。この SE は現場を熟知

しており、また新しい OS を使いこなしていて、驚くほど出

来の良いシステムであった。まず、業務手順が現場の作業

に沿って簡潔明瞭であるので取り組み易く、なにより処理

速度が早かった。例えば、会計伝票入力後、試算表は 10 秒

もすればアウトプットされてきて、PIPS に比べるべくもな

かった。また、パソコン本体・モニター・プリンターのコ

ストパフォーマンスも徐々に向上してきていたのもフォロ

ーの風となってきていた。

　早速、モデル店で試行した結果でも高い評価が得られた

ので、積極的に特約店に導入を推進することとした。パソ

コン代理店の営業担当は、われわれに同行するだけで、150

台以上の注文書を受け取ることが出来た。

　この新しい流れは、アメリカのビル・ゲイツという青年

が経営するマイクロソフトという会社によるもので、IBM

も彼らに、OS の開発を委託した・・・とかの情報を代理店

の営業マンから、同時に雑誌などで徐々に知ることとなる。

やがて、彼らの開発した「Multiplan」と出会うこととなっ

た。先の自分の表計算ソフトと発想は同じではないかとい

う思いもあったが、正直、その機能と処理能力には驚愕し

た。それには至れり尽くせりの機能と、成程と感心する多

くの配慮がこれでもかと盛込まれていて、なにより、その

全体の処理の流れが明確で理解し易かった。

　早速、導入し管理資料作成に活用していったが、特に経

営計画などのシュミレーションは Multiplan の最も得意とす

るところで、その機能性と出来栄えに感心したある役員は、

これは「優れものだ」とすぐさまパソコン増設を指示した

ものである。但し、計画の中身は当然別の問題であり、出

来上がった計画を安易に信じこませてしまう怖さは内在し

ていた。即ち入力する条件を変えると直ちに結果が出てく

る機能に感心してしまい、条件の妥当性は等閑視されてし
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まうという、怖さである。

　かくして社内にビル・ゲーツの Multiplan は急速に普及し

ていった。恐らく、極東の島国の会社の一部門で起こった

ことと同じような事が世界中に起こり、やがて Windows と

Excel 開発へと繋がって、マイクロソフト社は飛躍的に成長

し、ビル・ゲイツは世界一の富豪で篤志家になって行った

という、その原点がここにあったと、個人的には思う。

　彼は、その時代、時代に、ハードと通信の飛躍的な進歩

をしたたかに取込んで、ユーザーが必要としているものを

誰よりも早く、どのコンペチターより魅力ある製品を世の

中に送り続けた。

　ビル・ゲイツにはただただ敬服する他、すべはない。但

し、「グーグルが世に出るまで」、と言う人がいるかもし

れないが…

※08 年 11 月 11 日付け日本経済新聞によれば、来日中のビ

ル・ゲイツ氏は「今の金融市場以上に貧困が世界的課題と

いえる。発展途上国を中心に世界で年１千万人前後の児童

が死亡するといわれる。国と企業が協力し、貧困をなくす

ようなイノベーションを生み出すことが、長期的には世界

の発展につながる。」と説く。

＜メルマガ担当からのお詫び＞本稿は本来前月記事に含ま

れるものでしたが、編集ミスにより 2 回に分けての掲載と

なりました。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◇今月のへぇー(74)＜ご当地ニュースなど＞【いとう】

─────────────────────────

◆丸井中野店跡一部を取得/分譲マンション建設

野村不動産は、東京都中野区にある旧丸井中野本店跡地の

一部約 3000m2 を取得した。分譲マンションの建設を計画し

ている。中野区が、18 日の区議会交通対策・中野駅周辺ま

ちづくり特別委員会で明らかにした。（日刊建設通信新

聞）

◆野村不動産／サミットストア中野南台開発、機関投資家

に売却 

野村不動産は、サミットストアをシングルテナントとする

オーダーメイド型の商業施設「方南町サミットプロジェク

ト」が竣工し、「サミットストア 中野南台店」として 3 月

18 日にオープン。今月中には機関投資家に売却（週刊住宅

新聞 3 月 18 日?）

◆中野サンプラザを再整備/09 年度に基本構想案/まちづく

り中野 21 

中野サンプラザの土地・建物を所有する第 3 セクター「ま

ちづくり中野 21」は、サンプラザ地区の再整備などの構想

（基本構想）案を、早ければ 2009 年度内にまとめる。再整

備で建設される施設の規模や用途、周辺施設との関係など

を明示する。  (日刊建設通信新聞 3 月 16 日)

◆定額給付金申請書発送へ

　東京・中野区の「日本郵便」中野支店に 11 日午後 2 時前、

中野区民の定額給付金の申請書が運び込まれた。申請書を

一斉発送するのは、東京 23 区内で中野区が初めて。

　中野区には約 18 万 4000 世帯、31 万 2000 人がいて、申請

書は段ボール約 500 箱分になった。中野区では先月、「定

額給付金準備事務室」を設置し、13 人態勢で準備にあたっ

てきた。申請書は、今週中に区民の手元に届き、30 日から

給付金の振り込みが開始される予定。（日テレ NEWS24 3/

11）

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◇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「やぶれ船で流浪する水夫たち　水族館劇場 20 年

の航跡」

【日時】Part1 2009/3/1(日)～2009/8/3(月)　　

【会場】Part1 坪内博士記念演劇博物館 3 階「現代」コー

ナー

【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】早稲田大学坪内博士記念演劇博物館

【URL】http://www.waseda.jp/enpaku/special/2009suizok

ukan.html

早稲田大学・美濃加茂市文化交流事業『逍遥と「早稲田文

学」展』

【日時】2009/3/21(土)～4/29(水・祝)

【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】 主催：早稲田大学文化推進部文化企画課、美濃

加茂市民ミュージアム

【URL】http://www.waseda.jp/cac/exhibition_20090213.ht

ml

企画展示「六世 中村歌右衛門展－新作と復活狂言」

【日時】2009/3/25(水)～2009/4/28(火)
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【会場】早稲田大学坪内博士記念演劇博物館 1 階 六世中村

歌右衛門記念特別展示室

【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】早稲田大学坪内博士記念演劇博物館

【URL】http://www.waseda.jp/enpaku/special/2009utae

mon06.html

企画展示 図書館企画展　「群雄割拠!! ～戦国の世から天下

統一へ～」

【日時】2009/3/25(水)～2009/4/16(木)

【会場】早稲田大学総合学術情報センター 2 階展示室

【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】早稲田大学図書館

【URL】http://www.wul.waseda.ac.jp/news/news_detail.h

tml?news_no=48&page_no=1

文部科学省 科学技術振興調整費「重要課題解決型研究等の

推進」プログラム

「Dive into the movie 新しいエンタテインメントの幕開

け」

【日時】2009/3/20（金）～22（日）10:00-17:00

【会場】日本科学未来館 1 階 企画展示ゾーン a

【対象】学生・一般

【参加方法】入館料のみ (友の会会員は無料)　大人 500 円

　18 歳以下 200 円

【問合せ】早稲田大学　理工学術院　応用物理学科　森島

研究室

【URL】http://www.diveintothemovie.net/jp/event/event.

php

講演会「今日の中国における新愛国主義について」

講師：王　暁明氏（上海大学中文系教授）

【日時】2009/3/23(月) 14:30-17:30

【会場】戸山キャンパス 39 号館第 5 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】早稲田大学大学院文学研究科中国語中国文学コ

ース

有用微生物とＩＴを活用した新しい農業の挑戦

講演者：アニス株式会社　坂東直樹氏

株式会社イヌイ　柿沢直紀氏

元マイクロソフト専務　眞柄泰利氏

【日時】2009/3/28（土）15:00-17:00

【会場】早稲田大学ビジネススクール（早稲田キャンパス 1

9 号館 309 号室）

【対象】学生・教職員・一般

【参加方法】入場料=500 円・要事前申込み

※申し込み詳細は【URL】をご覧下さい。

【問合せ】早稲田大学ソーシャルアントレプレナー研究会

【URL】http://www009.upp.so-net.ne.jp/waseda/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

事務局からお知らせ　　　　　　　　　　　配信数 113

───────────────────────── 

☆中野稲門会の会報『さざんかの道』春号は、現在編集作

業中です。4 月 11 日に発行・郵送開始を予定しておりお楽

しみに。同号には 5 月 16 日の定時総会の案内もありますの

で、よろしくご参加／予定をおねがい致します。

☆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。時は＜スポーツの春＞！ スポーツ

観戦同好会からの案内もぜひご参照ください。

☆今号から【兎鳥】・【伊楽】さんの川柳もスタートしま

した。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。ご意見もお寄せいただけ

れば幸いです。次号は 2009 年 4 月 20 日配信予定〔前日に

原稿〆〕

また本メルマガ・会ホームページ編集に協力いただける方

も募集中です。PC 力アップに最適です！

◇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】━━


