アマダイ通信
アマダイ通信ＮＯ
通信ＮＯ.
ＮＯ.７６ｂ
（Tile fish network letter)
１０年
１０年 元旦
知人・
知人・友人各位
明けましておめでとうございます！雪山での衝突事故以来、当たり年だった２００９年
も暮れ、区切りの２０１０年は中国南部、福建省のアモイでスタートです。
勝どきの高層マンションに当選、ストックを全部はたき、還暦過ぎて大枚の住宅ローン
を背負う羽目になり、今年の正月は近場でお茶を濁していますが、皆様、どのように新年
を迎えられたでしょうか？東京湾の夜景と朝焼けの素晴らしさには目を瞠りますが、景色
ではお腹が一杯になりません。今年も一生懸命頑張ります。宜しくお願い致します。
◎チェンジ！
チェンジ！右分け
右分けから左分
から左分け
左分けに
床屋にしばらく行かないと、伸びた髪の毛がカールし、右だ、左だと、まとまりがつか
ない。癖毛が目立たないように、少し短目にしてよと言うと、お客さん右分けにしますか？
左分けにしますか？と聞かれる。何十年も右分けにしているのだが、毛の向きと逆なので、
つむじの毛が逆立ちしてまとまらないのだという。アメリカも日本も政権が変わったこと
だしと、右分けを左分けにチェンジしてもらう。
その夜、駒場以来の畏友、前田同文社社長の肝入りで、団塊世代中心に集まり、徳田自
治労・連合会長代行の就任祝賀会が行われる。仙谷行政刷新相や阿部社民党政調会長、三
鷹寮一年後輩の辻君等、東大全共闘の仲間を含め与党代議士も多数参加。
革命だ！の声に、
維新くらいのものだと、仙谷大臣。
かって催涙弾に涙し、警棒で頭割られ、牢獄にぶち込まれた少数派の先駆が、40 年経て
権力の座についたのだと、感慨を深くする。政治家の他に百万人の会員を誇る生協パルの
幹部連、ベンチャー企業の経営者、労組幹部、医者、弁護士、役人、サラリーマンと、そ
の後の道は様々だが、かつての革命青年が、
「維新」を肴に杯を交わし、万感の思いだ。
いい気分で寝て起きると、右分けの癖がついてる頭はぐちゃぐちゃだ。利き腕の右手で
無理に左から分けようとしても、今度は手が言うことを聞かない。右分けにもそれなりの
「訳」があったのだ！「維新」に混乱は付き物だ。急に「左向け左！」と言われても、全
部は変われない。暫く整髪に苦労しそうだ。
◎駒場祭、
駒場祭、鳩山首相出席意向も
鳩山首相出席意向も、調整つかず
調整つかず
前号で、11 月 21 日夕方駒場祭で、鳩山総理大臣に若者へのメッセージを発して頂こう
というプロジェクトを、三鷹寮の寮生諸君と進めていることを報告しました。一月ほど前
に、寮後輩の辻恵代議士を通じて出席をお願いしたところ、二週間前にようやく首相官邸
から参加の回答をいただき、重大案件が突発しなければ 21 日夕方、駒場祭で講演して頂く
ことになる。
当日は、野党時代に５月祭で鳩山首相単独で、又、駒場祭で兄弟対談して頂いた時と違
い、所轄警察署ではなく文科省が仕切るとのこと。別件でその日の午後、久保東大事務局
長と会った際、内閣府から連絡があったという。野党党首と首相とでは全く対応が違う。
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首相が東大に来るのであれば、かっての全共闘仲間の、東大総長の濱田君にも挨拶して頂
かなければ等、大騒ぎになるが、翌日残念ながらキャンセルの連絡が入る。
後日、新聞の「首相の動静」欄でスケジュールを確認すると、当日は駒場祭での講演を
お願いしていた時間まで歌舞伎座で夫人や文化庁長官等と歌舞伎を鑑賞、一旦公邸に帰っ
て、６時頃から夫人と広尾に出掛け、スーパーで買い物をしたとのこと。少し時間がずれ
ていれば、先約とかち合わずに、首相に駒場から若者への新しいメッセージを語って頂け
たのにと、段取りの悪さを反省する。
今回は調整不足で残念ながら実現しなかったが、首相が学生の呼び掛けに応え、キャン
パスで若者に希望のメッセージを伝える意向があることが明らかになる。期待して駒場祭
に出掛けた方には申し訳ありませんでしたが、次回はしっかり準備、五月祭等での講演の
実現を目指します。寮生諸君も今回の企画で、学ぶことがあったと思います。
◎拝啓、
拝啓、お世話様にございます
世話様にございます・・
にございます・・ＪＲ
・・ＪＲ貨物旧新小岩社宅
ＪＲ貨物旧新小岩社宅の
貨物旧新小岩社宅のリニューアル事業
リニューアル事業について
事業について
建築案件や、お世話になっているＪＲ貨物の田村副社長から、社宅の有効活用で東大の
担当部署を紹介して欲しいと連絡。いつも人様の世話になりっぱなしの

だが、お世話に

なっている方に逆に声を掛けて頂くと、大変嬉しい。早速㈱ＪＲ貨物・不動産開発と、留
学生の宿舎確保に頭が痛い東大の留学生課を繋ぐ。同社不動産部のスタッフの方からのお
手紙を一部掲載、日頃の感謝の代わりとさせて頂きます。
「ＪＲ貨物旧新小岩社宅のリニューアル事業につきまして、お力添えをいただきましてあ
りがとうございます。現在までの進捗状況をご報告いたします。
１０月２３日（金）東京大学 留学生支援グループ長 安保 忠明様他４名の関係者の方
が、新小岩現地のモデルルームを内覧してくださいました。
その後、１０月３０日（金）基本的賃貸条件等の打ち合わせをし、いろいろなご提示があ
りましたが、平成２２年４月くらいを目標に、取り敢えず１２戸程度を東京大学が留学生
アパートとして借り上げていただける旨、東京大学執行機関で審議してくださる方向で進
んでおります。
もう少し具体的になりましたら、改めましてご報告に伺う所存でございます。
今後とも、宜しくお願い申し上げます。取り急ぎ、ご報告まで。」
◎「中央区海辺」
中央区海辺」へ・・我
・・我らは海
らは海の子、白神の
白神の！
住友不動産の役員室に単身乗り込み、昭和２５年三鷹寮入寮の一期生、大先輩の高島準
司会長に「ゼネコンに無理を言っていない現場ではあんたの会社の外壁を使ってやる」と
言って頂いて以来、同社の高層ビルのコンクリート製外壁パネルは、古巣で顧問先の高橋
カーテンウォールが、設計事務所、ゼネコンによる厳しい吟味を経た上で、ほとんど製造
施工させて頂く。最近も渋谷の南平台のビルのコンクリート製カーテンウォールを高橋カ
ーテンウォールで、全量製造施工させて頂く。西新宿成子地区の再開発ビルと２棟で１０
億円ほどの大型受注だ。昨年の春、引合を頂いて以来、資源高に端を発する資材の高騰、
サブプライム危機による不況の勃発と情況が急変、元請のゼネコンとの交渉は難航を極め
たが、どうにかお手伝いさせていただくことに。業界トップメーカーとして、高橋カーテ
ンウォールには素晴らしい外壁を作って欲しい。今回も住友不動産技術本部の大河原執行
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役員始め、関係者の皆様には大変お世話になる。
高島先輩への“突攻営業”を終え、ＮＳビルのエレベーターホールに出ると、長身で端
正な好人物。見覚えのある人間だ。小野寺！と、声を掛けると、オー干場！と返ってくる。
秋田の能代高校同期の小野寺研一住友不動産社長だ。以来旧交を暖める。小平の戸建に住
んで１７年、子供二人も独立して子供部屋は物置と化し、設備も老朽化した。終の棲家と
するにはバリアフリー化も必要だし、建替えるか、大改装が必要だ。定年のない仕事だが、
年取ると通勤に便利な都心がいい。
８月に軽井沢で能代高校同期生で恒例のゴルフコンペ。
小野寺君に、我が社の物件じゃないけど都心でも格安なのがあるよと、住友不動産のマン
ション予定地の隣地のマンションを薦められ、マイホーム買い替え作戦が始まる。
割安なので抽選になるし、紆余曲折の多い人生の還暦も過ぎ、お世辞にもリッチとは言
えない自営業。住宅ローンも無理だろう。夜景が売り物の、朝潮運河と東京湾が出会う「中
央区海辺」の「ザ・晴海レジデンス」に、我は海の子！原点回帰！と冗談半分で申込む。
都営地下鉄大江戸線勝どき駅から徒歩１０分、２０階建て、総戸数４４０戸の大型開発の
最終売り出し。１３階、東南の角部屋、まん前の清掃工場の煙突が目障りだが、眺望良好。
占有面積 85 平米の３ＬＤＫが 5270 万円。坪単価２０３万円。一部屋しか持たない人間に
は意味のない数字だが、未入居で転売された部屋が坪２５０万円したという。
正月のスキー帰り、山道のカーブで急ブレーキを踏んで横向きになった対向車に衝突さ
れて以来、去年は当り年。今回のマンションの抽選も、どうせ当らないだろうと見にも行
かなかったのに５倍の倍率を突破し、当選。住宅ローンの審査も何故か通り、住宅金融支
援機構（旧住宅金融公庫）のフラット 35 で、必要資金の半額 2600 万円のローンを返済期
限８０歳で低利調達。必要な残りの現金は

の乏しい老後のためのストックを全部吐き出

しても足りず、
「神様」の老後資金の退職金からも一千万円借りる羽目に。現居の販売はこ
れもご縁と、住友不動産グループの住友不動産販売にお願いする。旧居の住宅ローン残金
７百余万円と神様からの一千万円を返して、多少僕の手元に残るくらいの値段で売って頂
けると嬉しい！小野寺君の「割安だよ！」というアドバイスのおかげで、80 才まで元気に
生きて稼ぐ意欲と、残りの人生の具体的な目標を頂く。
（新住所は「〒１０４－００５３

東京都中央区晴海５丁目１番１７－１３１６号

電

話０３－５５３４－９２０２」です。東京湾の夜景と朝焼けがとても綺麗です。東京湾大
花火は目と鼻の先で打ち上げられます。朝焼けを一緒に見るのは難しいかとも思います
が！？お近くに来られた時は、是非お立ち寄り下さい！）
◎南アフリカ紀行
アフリカ紀行・・・
紀行・・・アフリカ
・・・アフリカに
アフリカに再び陽は昇るか？（
るか？（下
？（下）
前号に続いて、９月のシルバーウイークの南アフリカ紀行の第二部を送ります。
⑤便器が
便器が金で作られる日
られる日！？・・・
！？・・・檻
・・・檻の中の白、黒、黄色
世界の犯罪首都と呼ばれ、1 日 80 件の殺人事件が起きるという南アの経済首都ヨハネス
ブルグ。宝石屋に寄っただけで素通りし、首都プレトリアへ。宝石屋は二重、三重のセキ
ュリティが施され、金とダイヤモンドの国で「買う動物」の女は目を血走らせる。
一回り上？のお姉さんまで装身具を求めるが、
「猫に小判、

に宝石」とばかり

は居

眠り。金に使用価値を認め、自らの輝きの不足をゴールドで補わんとする、女なる者のこ
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の世に存る限り、トマスモアの「ユウトピア」の説く如く、黄金で便器を作る時代はいつ
到来するのか？
プレトリアで中華の夕食。味はまあまあ、紹興酒５百ミリ千５百ランド（1 ランド 15
円）。遠く南アでも中華には紹興酒と気張り、異国で今宵もいい気分。翌朝ハイウェイをヨ
ハネスブルグ空港へ戻る途中ライオンパークへ。子ライオンと遊ぶ。子でもライオン、牙
剥き睨まれるとたじろぐ。飼育係は黒人の若者と白人娘。ホワイトライオンを初めて見る。
客は自分の車で廻る。広い檻のゲートは空いたまま。入口付近に 2、3 人の黒人男。ライ
オンがゲートを出そうになるとダッシュ、身を挺しゲートを閉めるという。レストランの
空席で携帯メールを打っていると黒人ウエートレス、何か頼めとメニュー差出す。
⑥南アはどこへ？
はどこへ？アフリカを
アフリカを救えるか？
えるか？
プレトリアからヨハネスブルグ空港へ。時折ベニヤ板とトタンで作られたバラックの群
れ。その横に塗り壁と瓦屋根の小振りだが綺麗な住宅が並ぶ。スラムの家には水道もトイ
レもない。政府が隣に官営住宅を作り住人に与えるが、失業率が 35％を越えるので、その
住宅を不法移民等に貸して稼ぐと、オランダ人を祖先に持つアフリカーナ（ボーア人）の
と同じくらい？スラリとした長身を半袖スーツ

ブロンド美人ガイドビッキー。年の頃は
で包み、優雅な物腰で流暢な英語を操る。

80％超の失業率を誇る！？隣国ジンバブエ初め、地中海岸のモロッコやチュニジアから
も職を求め不法移民が殺到、それが又、南ア労働者の職を奪い、賃金を下げるとビッキー。
空港で携帯写真を撮り、富士フィルムの PiVi に赤外線通信でデータを送り、その場でプリ
ントしてやると、
「Oh! Japanese High Technology!」と大喜び。これ機に皆がベッキー
を囲み撮影会、別れを惜しむ。
⑦又、日本に
日本に住みたい！
みたい！
ヨハネスブルグから二時間余、さざ波打ち寄せる白い砂浜はインド洋？大西洋と二つの
海洋を隔て、併せる、絶景の岬の町の空を翼は切る。大西洋側の海辺に人の気配はなく、
インド洋岸はサーフィンや泳ぎを楽しむ人々。風を受けヨットが滑る。暖かいインド洋と
冷たい大西洋がぶつかる喜望峰はよく雲が湧き風が起きる。ケープタウンの名所テーブル
マウンテンは雲と風でケーブルカーが動かず、翌朝再トライするも中腹からは雲の中。ラ
イオンヘッドからの夜景も霧に霞む。
ガイドのスヌーキーさんはここの夜景は世界最高と誇る。街並みは美しいが色・民族別
に住む場所が違い、所得格差も大。普通に生活するのに日本円で月 20 万円程だが、普通
のサラリーマンはそれほどは稼げず、共働き。ホテルの客室係やレストランのウェィター
はチップだけで生活する。更に辻々に立ち客待ちする家事や庭仕事等の日雇いは日給 130
ランド程、住み込で雇っても犯罪に走る者が絶えず日雇いが増えるが、それが又、生活不
安を増幅、犯罪を増やし悪循環。それでも相対的に豊かな南アへアフリカ諸国からの不法
移民が流入し、失業と犯罪の増加を招くという。ワールドカップが心配される所以だ。
大きい戸建を手放し周りを高い塀で囲み、警備の厳重な団地に移り住むのが増えるが、
元白人看護師のスヌーキーさん自身は塀も作らず、政権交替時のドサクサに 20 万ランド
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で買ったプール付き戸建に、元マグロ漁師の日本人鮨職人と４人の子供で住む。夫は南ア
がいいというが、彼女は 12 年間住んだ親切で住みやすい日本に「帰り」たい、せめて 12
歳の一人息子を日本に留学させたいと、こちらがこそばゆくなるほどの大の日本贔屓だ。
⑧濃くなる中国
くなる中国の
中国の影
ケープタウンの海辺に黒い斑点が漂う。海鳥かと思ったが昆布。ケープポイントで流れ
着いたのを食べてみる。粘りがあり美味しいが、ここでは誰も食べない。昆布を好物とす
るサザエやアワビも沢山いるが、誰も食べないという。
少年の頃、夏が来る度、日本海に潜ってはサザエやアワビを採って遊び、つぼ焼や水貝
にして楽しんだ

には夢のような話だ。北大水産学部出で、若い頃遠洋業業の大型漁船に

乗り、家庭を持ってからは外国航路の貨物船の船長をしていた長兄も、ケープだ、ダーバ
ンだと歩いてた！と思い出しながら歩く。
今は中国人が中華料理の食材としてアワビに目を付け、乱獲が進み禁漁になっていると
のこと。伊勢海老も豊富で、海辺のレストランでインド洋を滑るヨットを眺め、伊勢海老
とスズキのグリルで、このツアー初めての１２ランドの生ビールで喉を潤す。
一昨年旅したケニアもそうだったが、南アでも中国の進出が著しく、安い衣類や雑貨が
持ち込まれ、地場の工場が軒並み潰れて行く。自動車や家電も品質が良くても高い日本製
より、安い中国や韓国製が売れ筋とのこと。この夏旅したメキシコでもそうだったが、出
稼ぎを含め中国の影が濃い。
⑨味は文化です
文化です！
です！南ア寿司考
営業先との打合せが終わると丁度昼時。池袋サンシャインシティ 59 階、銀座福助の分
店でお昼をご馳走になる。茶碗蒸しと海鮮サラダ、お椀付きのてまり寿司セットを頂く。
二人で瓶ビール一本。南アから帰国して一週間、初めての寿司。まず海鮮サラダというか？
カルパッチョというべきか？をビールのツマミに食べ、更に茶碗蒸し。ビールがなくなっ
たところで？可愛いてまり寿司をつまみ、お椀をすする。
南アツアー最後の夜はケープタウンで和食、聞けば寿司だという。今日は地ビールの後
は日本酒だ！期待して店へ。何やら店構えが中華風。店内には篇額、回転テーブル付き丸
テーブル。中国人の店らしい。先ず地ビールを頼む。いきなり寿司が一揃え皿に乗って出
て来る。とりあえず寿司をツマミにビールを飲み始めるとお椀が出る。これで終わり？日
本酒を頼むタイミングを計りかねていると、ようやく刺身が出て、
まだツマミが出るんだ！
安心して白鶴生原酒を頼む。日本人と違って外国人は、頭の中を寿司で一杯にして店に来
るから、悠長にツマミから出してお酒を楽しんで貰い、売上を増やしてというのではまだ
るっこくて、そんな店は流行らないんだなと、皆で納得。

◎震災復興から
震災復興から更
から更なる未来
なる未来へ
未来へ！・・東大三鷹
・・東大三鷹ク
東大三鷹クラブ第
ラブ第８８回定例懇談会
８８回定例懇談会のご
回定例懇談会のご案内
のご案内
2 年前の平成 19 年 7 月 16 日の祝日、午前 9 時半過ぎから家の近くのテニスクラブ
で硬式テニスのゲームを楽しんでいた。クラブハウスに行くとオーナーが、
「新潟で地
震があったみたいだよ。」と言っていた。もう１試合し、テレビを見ると「地震情報」
第１報の映像が流されていた。倒壊した土蔵造りの建物の前に枝ぶりの立派な黒松が
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倒れかけ、電線に支えられていた。よく見慣れた情景で、思わず「あ！クロサキさん
の家だ」
「実家の２軒隣なんだ」と言って、急いで携帯電話で妹に連絡を入れたが全く
通じない。仕方がないので「被害状況を連絡するように」とメールした。
今回講師をお願いすることとなった会田洋君と私は、新潟県柏崎市の柏崎小、中、
高校で共に学んだ仲間である。昭和 40 年、私は三鷹寮に入寮、読書と映画と麻雀を趣
味に寮生活をエンジョイしていた。翌年会田君は入寮したが、私は夜のバイトと麻雀
で忙しく、昼夜入れ違えた生活をしており、たまの駒場への通学でも一緒になること
も、田舎のことを話し合う機会も殆どなかった。その後、田舎の友人から都市工学科
を卒業、大阪市役所に勤め、何年かして地元の長岡市役所で都市計画関係の仕事をし
ていると聞いていた。
確か平成 16 年のゴールデンウイーク前だったと思う。与野市に住む友人から電話が
あった。
「会田君が柏崎の市長選に立候補することになったけど、こっちで応援できる
こと何かないかな。」「日本海に沈む夕日・海の柏崎観光だけじゃあ町の活性化になら
ないし、何かいいアイデアないかなあ…」
「東電の原子力発電所があるけど、安全で安
心な街づくりをどんな風に進めるのかがポイントなんだろう…」などと話した覚えが
ある。その年の 10 月 23 日に新潟中越地震があり、小千谷市・十日町市・長岡市など
広範な地域が被災、大きな余震も続き重大な被害をもたらした。11 月の柏崎市長選で
会田君は、選挙スローガンに「柏崎に新しい風を呼ぼう」を掲げ、僅差で当選した。
新潟中越沖地震の翌々日、柏崎へ向かったが、砂丘の上の街、本町商店街の被害は
甚大で、道路はあちこち陥没したり、隆起したりして大きく歪んでいた。土蔵造りの
建物はほぼすべて全壊、西側に向かって倒れていた。ライフラインは、水・ガスがス
トップし、閻魔通りでは炊き出しが行われていた。瓦礫の山となった街を見て、改め
て地震の脅威を知らされた。
あれから２年、本格的な柏崎市の復興に向け、非常事態下にある市財政立て直し、
原発の安全確保と運転再開への慎重な取り組み、更には原発のみに依存しないバラン
ス良い産業構造への転換など問題が山積しているが、市長選のマニフェストに「安心、
元気、希望に満ちた街づくり」を掲げた会田市長の今後の活躍を期待している。
須田 沃 記（40 年入寮／埼玉医科大学広報室）
日 時：平成２２年２月５日（金）18 時 30 分～21 時(開場 18 時)、終了後二次会あり。
場 所：学士会館本館 203 号室（千代田区神田錦町 3－28
℡ 03-3292-5931）
講 師：会田 洋 氏（新潟県柏崎市長・昭和 41 年入寮）
テーマ：
「新潟中越沖地震―震災復興からさらなる未来へ―」
会 費：5000 円（会場費、夕食代・ビール代、通信費など込み）
定 員：70 名（先着順：定員を超えない限り特に連絡は致しません）
申込先：平賀・干場
Fax 03-5689-8192
電話 03-5689-8182
(有)ティエフネットワーク Email: tfn-hoshiba@blue.ocn.ne.jp
◎在学中に
在学中に寮同期会、
同期会、准会員制度創設へ
准会員制度創設へ！
１２月１１日の金曜日、学生らしく安さと刺身の新鮮さ？が持ち味のさくら水産本郷三
丁目店で、３千円会費で、今年本郷に進学した諸君の同期会。欠席の平賀代表からも金一
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封の差し入れ。寮委員長をした鈴木悠平君を中心に１７名、それに

とＳ４３年入寮の井

上豊君の２名がゲスト参加。旧交を暖め、進路や就活含め話題は尽きず、盛り上がる。寮
の委員会活動に積極的に参加したり、

事務所のコンパで顔なじみの学生が多い。女子学

生も３名。毎年１回は集まろうと約束して散会する。
三鷹寮ＯＢが在学中に同期会を開くのは初めて。この日参加した１７名がそれぞれ２０
人ずつとメールを交換し続ければ、１学年３百人全員の名簿が出来上がる。それぞれの学
年が同じようにしてネットワークを積み上げて行けば、総合大学の教養課程の、三分の一
が留学生の国際学生寮であれば、文科Ⅰ類の弁護士から理科Ⅲ類の医者まで、全分野の人
材がワールドワイドに揃い、あらゆる問題を地球規模で解決し、世界に貢献できる素敵な
ネットワークが形成される。
旧制第一高等学校の自治寮以来の伝統を受け継ぐ三鷹寮が廃寮となり、東大三鷹国際学
生宿舎として再出発することになった時、自治寮の旧三鷹寮 OB だけでなく、国際学生宿
舎 OB も入れるようにしようとの配慮で、寮の同窓会を「東大三鷹寮寮友会」から「東大
三鷹クラブ」に名称変更した。三鷹寮のＯＢなら終身会費（入会金）一万円を払えば会員
になり、年会費なしで運営する不思議な組織。郵送費や寮の行事の時の鮨の差入れなどは
隔月の講演会の上がりで賄い、あとは手弁当で運営する。
代表の平賀さんとも相談、学生の間は１万円の入会金を払うのがきついだろうから、会
費は就職してから払う（正式入会）
、それまでは、メインの行事の懇談会も五千円の会費を
三千円で参加出来るとかの、准会員制度を作ることにする。出来れば誰か一人世話人も出
して貰うことに。２００７年入寮組は鈴木君が世話人に手を挙げる。翌日の三鷹寮での「交
流の集い」で教養学部の佐藤事務部長とも相談、来年から新入寮生には入学・入寮手続時
に、三鷹クラブに準会員登録して貰うようにすることに。
◎三鷹市民と
三鷹市民と寮生の
寮生の交流集会、
交流集会、早くも１６
くも１６回
１６回目！
１２月１２日の土曜日、三鷹寮で三鷹市国際交流協会と教養学部が共催で、恒例となっ
た三鷹市民と寮生の交流集会が開かれる。国際学生宿舎として再スターとしてから毎回、
駒場の先生が専門のテーマをわかりやすく講演してくれる。今回は比較文化史の本村凌二
教授に「三世紀の危機と『三国志』―ローマ史と中国史―」を、イタリアで二度ご馳走し
てもらったという、塩野七生とのエピソードも交え、面白く話して頂く。
終了後、留学生も交え懇親会。Ｓ２７年入寮の平賀代表、３３年入寮の水島さん、４０
年の岡本さん、辰さん、ぐっと若返って６３年入寮、農水省農林水産技術会議事務局総務
課長補佐の高瀬久男さん、国際宿舎生ＯＢで日本に帰化した三王治一（旧姓汪）君もチャ
イニーズの奥さんと一緒に参加。ＯＢの参加者の幅が広がる。
◎

年賀、
年賀、下一桁１０
下一桁１０番
１０番が当選！
当選！・・・白神
・・・白神の
白神の山の幸をお楽
をお楽しみください！
しみください！

ナメコとサモダシの茸の缶詰、山菜のエンニョの缶詰が一缶ずつ。胞子も完熟、大きく
傘の開いたナメコに驚かれるでしょうが、これが本来の美味しいナメコの姿。秋に白神の
紅葉と海・山の幸を味わうツアーを開催して頂いた「田舎の学校」の皆さんも、伸び伸び
育ったナメコに感激したとのことです。茸は大根おろしと一緒に味噌汁の具や醤油で味付
けして煮物で、インニョ（柔らか目ですので、煮過ぎに注意）は味噌汁の具やさつま揚げ
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などと一緒に煮物として味わって下さい。ビタミンとミネラル、繊維たっぷりの健康食で
す。ステージⅢｂの癌も克服できます！？白神のスローフードは如何ですか？再見！
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