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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(102) ＜ つゆ ＞

─────────────────────────

　　あじさいや 百花弾けむ 梅雨の江戸【狸の意味深翁】

　　　一輪に プチなジュエリー 散りばめて

　　　誰よりも お洒落上手や 七変化

　　　パープルの 想いを秘めて 梅雨の恋

　　　もの想い 葉陰に楚々と かたつむり

　　　雨ひと夜 キミは移り気 藍の花

　　　梅雨空に くっきりみえる つけまつげ　【シグ子】

　　　お笑いの 芸人口調の バスガイド　【伊楽】

　　　太鼓持ち 顔負けするよな 添乗員

　　　落語家が 兜ぬぎそな 船頭さん

　　　　　　　　※四国めぐりバス旅行にて

      初たっち 人類進化の瞬間かしら　　【兎鳥】

      かすがいが子から孫へとバトンタッチ

      ママのお手本ばかりのお絵かき帖

　　　　　　　　※孫姫は 13 ケ月

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◇夢魂川柳・手前の太道 (52) 【家元 ひがし】

─────────────────────────

　　　ヌーブラが勝手に散歩 ににんがし

　　　散る桜 クリヤーファイルに忍び込み

　　　死にたくも目張りするのに車無し

　　　健気にも生きる女の満ちる壺

　　　給付金 わが家に出来た埋蔵金

　　　子は鎹 孫は爺婆の閂に

　　　開かれた門から入るより出る者多し

　　　人間がわかった頃に生を終え

　　　赤子から耐える女の長話し

　　　0123！4 の 5 の言うな 6 でなし

　　　おまけ イタリアに行ってもクシャミ 鼻炎ナーレ

今月の投句コーナー　秀句

「定年の後姿や蝸牛」　富塚兆弥様

「与野党の争い丙丁つけがたし」　吉岡英太様

3 日連続イタリア公演の報告

★5 月 29 日（土）わが誕生日にエルコラーノ市主催、ビ

ラ・ファボリータでオペラとカンツォーネの「夢のコンサ

ート」に出演しました。私の約 160 回のコンサート出演で

始めてのマイクを使った野外コンサートでハイ C の曲を含

め 6 曲歌いました。

YouTube 動画　http://www.youtube.com/watch?v=NNtw

As_T7m8

★5 月 30 日（日）ナポリ市主催で世界遺産の聖セベーロ教

会で「夢のコンサート」に出演し、オペラの名場面集では

多くのナポリ人の拍手をいただきました。私も 3 曲歌って

来ました。

★5 月 31 日（月）ナポリの知人パブリーナ・ダモールさん

の御好意により自邸で開かれたホームコンサートに我ら

16 人招かれ、私もカンツォーネナポリターナを 10 曲歌いナ

ポリの方々と楽しい時間を過ごしました。感謝。

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(88)＜西安でのこと-3＞

【市川孝二】

─────────────────────────

　西安での食事は「毛主席」の好きな料理だったことがや

っと判りました。さて、アルコールを何にするか････にな

りました。東山先生が　今宵、折角の西安の夜だ「心から

酔いたい」と小型の瓶を 4 本広げました（持込です）。　

今までに見たことも無い瓶です。形はウイスキーのポケッ

トボトルに似ていますが、大きさはかなり小さい。と言っ

てウイスキーの 50 ミリのミニチュア・ボトルのような丸ビ

ンでもない。

私はお酒も好きだし敦煌では先生がかなりご馳走してくれ

ました。ホテルで私が払うと安いから私に任せてくれ････

と（何故か社長は敦煌では夜は別行動でした）。

　私も常務（この人も酒好き）もこの変わった容器の中味

に関心は大ありです。中国人スルーガイドの分はなく 4 瓶

です。色は白いから蒸留酒であることは判ります。アルコ

ールの度数は高いのだろうと言うと「そうだ」とのことで

す。

　これは少量でも大変だと思いました。各自が一瓶空ける

のを阻止しようと工夫しました。敦煌では不味いビールと

あちら産のワインだけでした。私たち旅行者は「老酒」を

注文しても一流ホテルでも置いていないのです。「老酒」

は江南の酒で砂漠には無いとのこと。我々は中国料理には

「老酒」がつきものと思っていたのに違う事もあることが

判明した次第です。常務と私は喉が渇いているので、ビー

ルを飲みたい。今まで飲めなかった「老酒」も大都会の西

安ならば置いてあるだろう。老酒を飲みたい。

　明日行く洛陽の龍門石窟の所長は東山先生の友人で大の
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酒好きと聞く、この 4 ボトルは所長への良い土産になるの

では？と常務さん主張する。私も大賛成。こんな訳で、ア

ルコール度の高い「蒸留酒」は封を切らずに「おみやげ」

に変わりました。西安から洛陽まで、団体一行は数時間か

けて列車の旅でした。今までは飛行機でしたから列車の旅

は格別です。ただし、先生たち４人の席は宴会場となりま

す。酔って後半は寝て洛陽に着きました。夕食ころから旅

行会社の社長は私たちと別行動でした。

　洛陽では土地の名物ギョーザ料理でしたが、いつもご一

緒の東山先生は別室で龍門石窟の所長と二人宴会とのこと

でした。何時かは行きたかった龍門石窟に行きました。こ

こは敦煌と違って「暗くない」のです。岩の面を彫ってい

て、太陽の光が当たりますから明るいのです。ただ、保護

のために近くで見る場合は「柵」を鍵で開けて柵の中で見

ます。旅の後半です。敦煌３日、西安３泊で皆は疲れてい

ました。疲れ知らずは東山先生だけです。先生はここの所

長から柵の鍵の全部を委託されていました。昨夜のお酒の

ための効果も？

　普段開けない柵は中々開きません。旅行仲間のおばさん

は小さい声で「お願いします」「鍵は開かないように」と

祈ります。我々は同じ石仏だし、先生のような専門家でな

いから、皆クスクス笑って先生を見ていました。どうでし

ょう、「開いて」しまいました。

ここから、先生の丁寧なご解説が始ります。次の非公開の

柵では「鍵」はタメでした。疲れている何人かは《ああ良

かった･･･》などと話していることは先生は知りません。学

者と観光客の差でしょう。

※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(77)＜ 霜害 ＞【中野信吾】

─────────────────────────

　春先の気温の不順には悩まされた。遅霜にあった畑のウ

ドは凍結して黒ずんでしまった。アジサイの葉も霜にやら

れた。井戸のバケツの水は結氷した。こんな状態だから、4

月中は種蒔きの準備をしていても、なかなか種を蒔けなか

った。農協の購買部や種苗販売店などには、すでに夏野菜

の苗が売り出されている。露地栽培なので苗を早く入手す

ると、畑に移植しても霜にやられる確率が高いので、リス

クを最小限に避ける必要がある。安全とはいえないが霜害

を防ぐ簡易な方法がある。肥料や堆肥に使われた大きなプ

ラスチックの袋の再利用である。袋の底を切り開いて筒状

にして（茶筒のように立てて）移植した苗を中心において

周囲を囲うように固定する。こうして霜の害がなくなるこ

ろまで続け、霜がもう降りなくなった頃合を見計らっては

ずす。このようにして大事に育てても、霜害のために 2、3

本はダメにしてしまう。そのために急遽販売店まで行くの

だが、時期が遅くなると苗の入手が困難になる。

　春先の苗の移植と収穫の時期を長引かせるために、直蒔

きを一月ぐらい遅らせてする。こうしておくと収穫が長く

楽しめる。しかし、作物の方は季節に敏感だから成長が小

さくても時期がきたものと感じて結実してしまう。収穫時

期が少し長いぐらいで終わることが多い。なかなか人様の

思うようには行かないものだ。それと今年気が付いたのは、

蒔いた種の発芽率が例年と比べてみて悪いようだ。芽がき

れいに出揃うはずなのに、ところどころ欠けている。種の

購入時に発芽率や有効期限などを参考にして多少多めに蒔

いて後で間引いて揃えるより方法がないのか。やはり天候

が左右しているのだろうか。

　信州の春爛漫、農作業が忙しくなる季節に小満祭（こま

んさい）がある。24 節気の一つに小満（しょうまん）の日

に行われる佐久市臼田にある稲荷神社の祭りだ。当家でも

昔、蚕を飼っていたときがあった。春蚕（はるご）のはき

たてのころだったと思う。この頃になると遅霜の害も無く

なり、桑の葉も大きく成長しだす時期と重なる。そんな記

憶が、この祭りと重なるのである。前述した遅霜からの害

を防いだプラスチックの袋の囲いを取り除く頃合もこの頃

だ。だから小満祭は蚕の祭りだとばっかり思っていた。信

州の東信地域の大きな祭りの一つにあげられる。

　購入した苗のほかに手作りの苗も例年通り植えた。キュ

ウリ、オクラ、トウモロコシ、モロッコなど、育苗ポット

で育てての移植である。手間がかかるが、この方法が一番

安全だ。直蒔きで発芽しない箇所が防げるからだが、仕立

て上げるまで温度、水遣りの管理に若干神経を使う。移植

後は周囲からの鳥獣、虫などの害を防ぐことになる。こと

に幼苗のころ葉裏に付いたアブラムシには要注意。何時ま

で経っても成長しないからだ。養分を吸い取られて成長が

止まり枯れてしまう。霜害の後は虫害だ。畑の周囲はアリ

の巣が多い。共棲しているアリを退治する上手い方法は無

いものだろうか。
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◇辛口コラム(41) ＜番外編：チベット最奥地＞

【増山榮太郎】

─────────────────────────

　5 月下旬から 6 月中旬にかけて 21 日間、チベットの最奥

地を旅した。東チベットからヒマラヤの北辺をすり抜け、

インド国境に近い最西部チベットのカイラス、さらに北上

して新疆ウイグル自治区のカシュガルまで。行程は約 4000

キロ。平均高度 4

500 メートル、時

には雪降る 5300

メート ルの峠を

越える こともあ

った。 その行程

を四駆 動（ラン

クルー ）で駆け

抜ける。【photo チベット人家族】

　酸素は平地の半分以下、少し歩いただけでも、息切れす

る。小生が、これまで経験した辺境旅行では、最も苛酷な

部類にはいるだろうと、思う。そんな苛酷な旅にもかかわ

らず、ツアー参加者は 13 人、うち何と、女性が 9 人占める。

平均年齢 65 歳（？）…ところが、いずれもタフで強靱なの

だ。

　小生 は、これ

までの 高地旅行

では、 高山病に

自信があったが、

男性 4 人のうち 3

人まで 次々と高

山病に やられて

（小生を含めて）しまった。残り一人はプロの登山家なの

で、クリア。【photo 経文を書いたタルチョ】

　ところが、女性全員とも高山病無し。しかも、海抜 4000

メートルところから、さらに見あげるような山ぺきにへば

りついたゴンパ（僧院）へも、男性が尻込みしているのを

尻目に、全員登坂。平然としている。

【photo チベット

人巡礼者】

　今回のチベッ ト

旅行は、前回（2 年

前）に行かなか っ

た東チベットと 最

西端のカイラス 、

さ ら に そ の 西 の

「幻の王国ゲゲ」と、最近、発見された敦煌に匹敵する大

石窟画廊「トンガ遺跡」を探訪することだった。

　いずれも数百メートルの山頂にある。やっとの思いで登

ったものの、簡易酸素ボンベを３本も費消してしまった。

ところは、女性軍は平

然としたもの。今回の

ツアーには、チベット

人医師も同行してくれ

たので、心強かった。

【photo 聖山カイラ

ス】

　宿泊所は、テント生活こそ無かったが、招待所という名

の粗末な宿。部屋には魔法瓶と水瓶とベッドがあるだけ。

電気は無く、懐中電灯とローソクだけが頼り。トイレは遙

か彼方の例の肥溜め。夜中のトイレは、女性たちの悩みの

種だったらしい。

【photo ベースキ

ャンプから望む エ

ベレスト】

　しかし、苦労 し

ただけに、風景 は

抜群、特にヒマラヤ山系の展望は素晴らしかった。また、

チベット人が崇めるカイラスは、まさに聖山にふさわしい

神々しさがあった。

　写真でその一 端

でも、感じ取っ て

頂けたら、筆者 と

して幸いです。

【photo 雪降る６

月チベット山中】

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

assan/ ）
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ヰタ・コンピューターアリス ＜8.番外編：バック・トゥー

ザ・フューチャー 1　信長死なず＞【望月益男】

─────────────────────────

　この文章を読者が読まれているのは、2009 年。筆者がこ

の原稿を書いているのは、2029 年、筆者の年齢は、1983 年

当時の 35 歳である。このシュチュエーションには、読者も

面食らい混乱されているのは間違いないにつき、事の経緯

（成行き）を以下に記す。

　1983 年のある日、筆者は米国からの突然の航空便を受取

った。差出人は、Dr.エメット(Doc)。書信の内容は、秘密団

体「デロリアンクラブ」への招待状という、トンでもない

ものであった。

半信半疑というより、「ジョークかドッキリ以外なにもの

でもない」という実感ではあったが、米国旅行も「まーい

いか」というノリで夏休みを利用して渡米したのである。

なにせ、旅費は、全額先方負担であったので。

　カルフォルニア州の山中の瀟洒な別荘風建物の中に、そ

のクラブはあった。会長、通称 Doc の主宰する「デロリア

ンクラブ」は、世界中の時代を超えて選ばれたごく僅かな

クラブメンバーのみが、その山荘で、時間旅行が体験でき

るという秘密のクラブであった。彼のタイムマシンはかの

有名な「デロリアン」ベースの初期型から、現在では、飛

躍的に進歩し、なんと日本製電気自動車 Miev をベースに改

良され小型化されていた。また、タイムマシン・パラドッ

クスを解決するため、絶対にその時代に直接「立ち入る」

ことはせず、ただその時代を「見る」だけの機能に絞りこ

まれていた。2009 年の読者に分り易く説明するとすれば、

「Google の Earth+Street view に時間軸を取り入れたも

の」となるであろう。また、時間設定も極めて正確にピン

ポイントで実現できる優れものとなっていた。これは、恐

るべき発想力と開発力の賜物で、超天才 Doc の面目躍如の

発明であった。

ところで、なぜ、筆者がクラブメンバーに選ばれたのか、

読者も疑問を抱かれているであろう。Doc によれば、数少

ない日本人メンバーの一人である「お江戸」の第一人者、

杉浦日向子女史(※1)の推薦とのことであった。女史はたま

たま、筆者が「江戸時代の武士と『一分』への拘り」のや

りとりを書いたものを目にして興味を持ち「是非、メンバ

ーに」と会長に推薦してくれたのであった。

　杉浦女史は、このクラブではやはり主に江戸時代に旅し、

その見聞を百数十枚の絵本にしたためた「江戸アルキ帖」

(※2)を上梓している。江戸の情緒とか風情を、艶やかなイ

ラストと洒脱な文章で余すことなく伝えた傑作で、前代未

聞の江戸ガイドブックである。書評によると、「現代の浮

世絵師がタイムマシンで江戸時代に足で踏み入れ、まるで

見てきたかのように・・」とあるが、そう、「実際に見て

きた」のであるので、思わず、含み笑いをしてしまうので

ある。

　さて、肝心の筆者の体験談に筆を進めることとする。そ

もそも、「2009 年の筆者」が本連載を書き始めてはみたも

のの、あまりの激しい IT 界の動きに面食らい、行き詰って

四苦八苦してしまっているのを見ておられず、サポートす

べく、「1982 年の筆者」が、先ずは、2009 年に「バック・

トゥーザ・フューチャー」することとしたのである。

　2009 年は、FM7 で行き詰った筆者にとつて、「驚天動

地」とかの言葉ではまだまだ表現が物足りない、驚きの世

界であった。喩えは悪いが、長い間ぬるま湯に浸かってき

た蛙が当然と感じることも、27 年前の筆者にとっては、当

に熱湯のように強烈であったのだ。電車に乗ると、多くの

乗客が小さくスリムな携帯電話を操作している、奇異な光

景を目にした。このスリムな携帯電話は、通話だけでなく、

メールのやり取り、写真・動画も撮れ、TV も観れ、ｲﾝﾀｰﾈｯ

ﾄも自由自在という。驚愕！。

　道路を歩けば、ipod とかの極小さなプレイヤーで音楽を

聴いているようだ。

昔、既にソニーのウォークマンが大流行しており、「街に

音楽が飛び出した」というエポックメーキングなヒット商

品であったが、この小さな ipod には、30,000 曲が蓄えられ

るという。ウォーマンでは 10 曲程度のカセットテープを都

度、入替えていたのだ。充電も電池は不要で、PC から直接

充電出来るというし、音質も素晴らしい、驚愕！！。

　部屋の中では、髙解像の綺麗な画面の PC を個人一人ひと

りが利用している。ほぼ瞬時にデータを取り込めるブロー

ドバンドとかが、定額使い放題というではないか。驚愕!!!

　データを保存する USB ﾒﾓﾘｰという小さな媒体の容量がな

んと天文学的な 4GB、価格は僅か 1,200 円という、信じら

れないことだ。

　昔、高価な 1MB の FD を有難く大切に使用していたのだ

から、どれだけコストパフォーマンスが向上したか、計算

すら出来ない。驚愕!!!!

　なにより、Google などの検索ソフトの便利さは「素晴ら

しい」の言葉でしか表現出来ない。百科事典もイミダスも

過去の遺物となっている。あまつさえ、Google Earth には

腰を抜かした。地球全体を高度 10 メートルぐらいから俯瞰

できるとは、想像もつかなかったのである。驚愕!!!!!。

　以上のように、僅か 29 年間の進歩は、驚異的であった。

これは、(1)プロセッサー、メモリー、モニター等のハード、
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(2)高速且つ低廉のブロードバンド、(3)革新的なソフトウェ

アの開発・・各々の性能が飛躍的に向上し且つコストダウ

ンが図られ、それらが、相乗的に相互に作用して、飛躍的

に進歩してきたようだ。意外なことに、コンピューターが

これだけ進歩、普及したにも拘わらず、関連する日本企業

のほとんどが、世界的景気後退もあるものの、大きな欠損

に喘いでいるとのこと。ただ、任天堂は相変わらず、意気

軒昂のようだ。

　これらの流れは、これからも一層進み、コンピューター

の世界は、さらに驚くような進歩を遂げるのであろうか。

すでに、すぐ上空にもくもくと雲(クラウドコンピューター)

が涌いてきて、今、雲の中に入りつつあるようだ。

　ただ、懸念する気がかり案件もいくつかある。将来、コ

ンピューターの世界はどうなるのだろうか、大いに気にな

るところで、是非、この目で確かめてみたい。そこで、次

は、20 年後、2029 年に向かうこととしたのである。ところ

で、上記のように、驚愕するほど進歩した面がある一方、

人間そのものは全く変わっていないことが、新聞の社会面

とか、政治面を読んで分かった。発行日付がなければ、29

年前と全く変わっていないようだ・・・当然と言えば当然

かもしれないが、なんとなく、がっかりもしたのである。

(つづく)

※1　杉浦日向子氏は 2005 年 7 月、46 歳の若さで逝去され

た。

※2　杉浦日向子著「江戸アルキ帖」新潮文庫 　平成元年

四月発行

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◇今月のへぇー(76)＜ご当地ニュースなど＞【いとう】

─────────────────────────

◆LEC 大、学部生募集を停止＝株式会社立、入学者が減少

... 資格試験対策の予備校を展開する東京リーガルマインド

（東京本部・中野区）が運営している。 全国に 14 キャン

パスがあったが、志願者の減少で今年度は千代田キャンパ

スでのみ学部生を募集 ... （6 月 18 日　時事通信）

◆贈収賄：東京・中野区元職員、70 万受け取る　旅館の社

長ら容疑で逮捕

... 「軽井沢少年自然の家」の管理委託 旅館「ゆうすげ」社

長ら逮捕 東京都中野区が軽井沢町で運営している宿泊施設

「中野区軽井沢少年自然の家」の管理委託をめぐり現金を

受け取ったとして ... （6 月 17 日　毎日新聞）  

◆＜学校図書館賞＞東京都内で表彰式

... 第 3 部（実践活動）は東京都中野区立啓明小学校がそれ

ぞれ選ばれた。大賞などは該当なし。 「第 11 回学校図書

館出版賞」のうち「出版賞」は「くらしとデザインの本」

を ... （6 月 12 日　毎日新聞）

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◇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

ワセダ・グローバル・フェスタ 2009「世界を感じま SHO

W!」

～"Love the World"をテーマに届ける歌とダンスのステー

ジ・ショー～

【日時】2009/06/20(土) 18:00-20:30（開場：17:30）

【会場】早稲田大学大隈大講堂

【対象】学生・教職員・一般

【参加方法】入場無料・直接会場へ (会場収容人数:1,121 人

 ※先着順)

【問合せ】早稲田大学国際コミュニティセンター

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

ents_J/2009-1/wgf/Kanjiru_J.html

消費者金融サービス研究所　第 9 回公開シンポジウム「格

差社会と個人向け金融」

【日時】2009/06/22(月) 16:00-18:00

【会場】早稲田大学小野記念講堂(27 号館地下 2 階)

【対象】学生・教職員・一般

【参加方法】入場無料・要事前申込み

※お申し込みはご下記 URL より申し込み書をダウンロード

の上、FAX でお申し込み下さい。

【問合せ】早稲田大学消費者金融サービス研究所　リエゾ

ン・オフィス

【URL】http://www.waseda.jp/prj-ircfs/symposium.html

比較法研究所プロジェクト連続講演会　第 4 回

「貧困・差別問題と憲法(学) ―自律・社会的包摂・潜在能

力」



中野稲門会メールマガジン 2009/06（104 号）毎月 20 日配信

6

講師：西原 博史氏(早稲田大学社会科学総合学術院教授)

コメンテーター:菊池 馨実氏(研究員、早稲田大学法学学術

院教授)

司会:笹倉 秀夫氏(研究員、早稲田大学大学院法務研究科教

授)

【日時】2009/06/22(月) 18:00-20:00

【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】早稲田大学比較法研究所

【URL】http://www.waseda.jp/hiken/jp/research/project

_summary/project2008_1.html

アジア研究機構　第 33 回アジアセミナー「アジアにおける

観光を考える」

講師：岩崎由美氏(Project WAVE 代表)、戸崎肇氏(アジア

研究機構 客員教授)

【日時】2009/06/26(金) 16:30-18:00

【会場】早稲田キャンパス 26 号館(大隈タワー)地下 1 階多

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】早稲田大学アジア研究機構

【URL】http://www.kikou.waseda.ac.jp/asia/

デジタルライフ・フォーラム@WBS　～中国富裕層へのマ

ーケティング手法

～中国最大手検索サイト百度(BAIDU)の活用

講師：中国百度公司　駐日首席代表　陳　海騰氏

【日時】2009/06/27(土) 14:00-16:00

【会場】早稲田キャンパス 19 号館 309 教室

【対象】学生・教職員・一般

【参加方法】入場無料・申込み詳細はご参考 URL をご覧く

ださい。

【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 118

───────────────────────── 

☆お待たせ会報夏号『さざんかの道』は現在鋭意編集作業

中です。投稿原稿の締め切りは 6 月 24 日となります。忘れ

ていた！という方、初めて投稿しようかな?と考えておられ

る会員さんはお早めにどうぞ。

☆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

ど大歓迎。新入会員さんや、まだ部会未参加の方はぜひお

気軽にご参加ください。

☆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。ご意見もお寄せいただけれ

ば幸いです。次号は 2009 年 7 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】━━


