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2013.12.22 H.TsubakiNo.37

備忘録小論攷週刊

【第４回】きょうの断片
)【きょうの断片 】中国の汚職・賄賂◆とにかくひどい◆中国共産党の幹部が率先して収117 131014

賄◆ネットで汚職を告発した人が逮捕されるほど。◆でも、告発する人が「汚職・賄賂」を憎んでい

るわけではない◆じぶんが賄賂をもらえないことを憎んで、賄賂をもらえる人を攻撃する。◆それが

中国の常識

)【きょうの断片 】中国の汚職・賄賂◆「水滸伝 。痛快で面白いのだが、違和感を感じる118 131014 」

ことが二つある。◆一つは頻繁にでてくる賄賂の話。◆いま一つは「李逵 。暴れまくるのはいい。」

でも悪漢も一般人もみさかいなく切り倒す。◆こんな奴は、日本では「好漢」どころか、異常者で犯

罪者だ。

)【きょうの断片 】本日衆院本会議、志位氏(日本共産党)の代表質問◆原発事故、消費税119 131017

増税、ＴＰＰ 「秘密保護法案」問題など◆「社会保障切り捨て法案を出しておきながら、消費税増、

税は社会保障のためだなどというのは厚顔無恥だ」と◆安倍首相の答弁は「厚顔無恥」をさらに印象

づけた。

)【きょうの断片 「わがまち 」 を発行。◆鈴木春信の「笠森お仙 。江戸谷120 131017 Walking No.31】 」

中笠森稲荷門前の水茶屋の看板娘を描いた美人画。◆谷中の笠森稲荷の神体は、真上の笠森神社（高

http://p.tl/k4uT槻市）から勧請されたもの。◆その他。

)【きょうの断片 「わがまち 」◆カラー印刷なので印刷費がかさむ。 号ごとの121 131017 Walking 50】

合本を出す予定 （全 号・完成は 年後の予定）◆データ（ ファイル）で提供し、ＨＰに。 1000 20 PDF

も公開しているからそれでよさそうなものだが 「どうしても紙で読みたい」と言われるから、

)【きょうの断片 】代表質問で志位氏は「法人税の減税が賃上げにつながらなかった」と122 131018

指摘◆安倍首相は「デフレだったから賃金が上がらなかった」と答弁◆志位氏は「賃下げが続いたか

らデフレが起こった 原因と結果を１８０度取り違えた答弁 だと指摘◆まさに 安倍＝厚顔無恥 ＆。 」 「 （

無知 」）

)【きょうの断片 】茄子田楽◆大ぶりの茄子を縦二つに割る。胡麻油で素揚げ。◆田楽味123 131019

10噌は、味噌、出汁、酒、味醂、砂糖、練り胡麻で。◆食べる直前に田楽味噌をぬってオーブンで

分 【重要】練り胡麻は、ミキサーなど使わずに擂り鉢でひたすらドロドロになるまで擂ること。。

)【きょうの断片 「わがまち 」 ( 月 日号)の構想◆①「攝津名所圖繪」124 131019 Walking No.32 10 20】

から「神峯山寺」◆②「己巳（きし）紀行」(貝原益軒)から「嶋上紀行」◆資料はきのうまでに蒐集

すみ。

125 131020 Walking No.32 10 20 http://p.tl/1BEn)【きょうの断片 「わがまち 」 ( 月 日号)をアプロード】

◆「攝津名所圖繪」から「神峯山寺」を特集◆紙面の都合で貝原益軒「嶋上紀行」は次号に◆一回の

分量が多くなると千号におさまらなくなるおそれが、

)【きょうの断片 】 に大和物語の引用◆「帝ののしりあはれがり給て、126 131020 http://p.tl/1BEn p.4

御しほたれ給ふ」を「しきりに感動して、感涙にむせんだ」と現代訳 【天皇のことばから敬語を省。

いた】椿註「敬語は、高校生みたいな直訳をしません」と明記しておいた。
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【 】 「 」 （ 「 」、127 131020) きょうの断片 調味の サシスセソ ◆①砂糖◆②塩◆③酢◆④醤油 俗に せうゆ

「 」） （ ） 「 」 「 」 、「 」正しい字音仮名遣は しやうゆ ◆⑤味噌 みそ ◆ 醤油 を せうゆ と書くのは 泥鰌----

を「どぜう」と書くがごとし （正しくは「どじやう ）◆字数の節約にはなるが。。 」

)【きょうの断片 】正しい字音仮名遣◆中将塚（高槻市にある古墳）◆｢攝津名所圖繪｣に128 131020

は「ちうじやうつか」とある◆正しくは「ちゆうじやうつか」だろう、と指摘したんだが、その反応

たるや…（あとは、言わぬが花か、

)【きょうの断片 】正しい字音仮名遣②◆醤油が「せうゆ」で、泥鰌が「どぜう」で、中129 131020

将塚が「ちうじやうつか」でいいというのなら、それでも結構。◆正しくは 「しやうゆ 「どじや、 」

う 「ちゆうじやうつか」◆でも、それって、正字を簡体字にして文化を破壊したのと同じでは」

)【断片 】秘密保護法案は弾圧法◆公明党が「報道・取材の自由に配慮」といいわけ。◆130 131021

共産党市田氏が「憲法上の基本的な権利をわざわざ『配慮』と書き込まざるをえないところにこの法

案の危険性がある 「 配慮』という文言を入れても法案の本質は何ら変わらない」と喝破。ＮＨＫ」、『

日曜討論

)【断片 】今夜は豚汁◆干椎茸をもどす◆笹掻き牛蒡◆大根は薄く銀杏切◆蒟蒻は唐辛子131 131021

入り◆里芋は水だきして半分に切る◆豚肉を炒める◆他の具材も炒める◆出汁で煮込む◆味噌半量を

加え◆煮立ったらのこりの味噌で味を整える◆椀に盛って刻み葱を。七味唐辛子をふって「いッただ

きまーす」

)【断片 】あさって２３日は１０月４回目の街宣◆９月は堺市長選でわがまちの街宣はパ132 131021

スしたので、各コースとも２か月ぶりの宣伝になる◆原発、消費税、ＴＰＰ、秘密保護法案の問題な

ど、１７、１８日の代表質問をテキストにして宣伝原稿を作成。◆明日の会議で確認。◆宣伝カーは

手配すみ。

)【断片 】きのうの夜 さくら嘔吐、昼からの下痢もひどくなる。◆ 分ごとに起き133 131023 02:00 30

てお尻を拭いてやる。◆眠った気がしない◆きょうさくらは午前中ぐったり。獣医科に連れて行こう

かと思ったが、動かすのもしんどそう。◆それが、昼過ぎに起きだして「ごはんおくれ」

)【断片 】台風の影響で大雨。ＪＲの駅まで孫娘を迎えにいく。◆「さくらが病気だよ」134 131023

と言ったらうちに来て、玄関に入るなり「さくらー！」◆さくらは彼女にだっこされて小一時間すや

すやと眠っていた。

)【断片 】街宣用の原稿をつくる。◆話の枕は「アベノミクスでスクミノベア （回文＝上135 131023 」

から読んでも下から読んでも同じ文）にする。◆竦(ｽｸ)みのベア(ﾍﾞｰｽｱｯﾌﾟ)◆安倍内閣の経済政策で

は労働者の賃金がすくんでしまう。

)【断片 】小論攷週間備忘録、３週連続で「徒然草から」を掲載。第 段まで◆手持ち136 131024 105

の「徒然草画帳」の絵も添えた◆連載第 回 ◆第 回 ◆第 回3 http://p.tl/GXd0 4 http://p.tl/1s4u 5

http://p.tl/LnbV

)【断片 】さくら◆ 日(火)夜下痢、嘔吐◆ 日(水)小康状態。食欲すこし戻る◆ 日137 131029 22 23 23

、 。 、 。 。夜下痢 嘔吐◆ 日(木)獣医科に 血液検査 エコー 日投与の抗癌剤で白血球減少によるもの24 17

点滴、投薬◆ 日(金）通院、点滴、投薬。すこし落ち着く。◆ 日(土)やっと回復。25 26

)【断片 】本日街宣◆きょうの宣伝カーは「真上コース」◆ 日からの国会論争を紹介。138 131029 15

「自共対決」をリアルに◆マスメディアの幹部が安倍と会食を重ねるていたらく◆真実を伝え、勇気

を運ぶ「しんぶん赤旗」の購読をうったえる。
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)【断片 】わがまち ◆第 号( 月 日号)をアプロード◆ ◆枚方139 131029 Walking 33 10 27 http://p.tl/f17u

亀岡線(府道 号線)沿線の社寺遺跡をプロット。◆第 号（ 月 日号）までに、わがまちの主6 42 12 29

要道路 路線の沿線すべてをプロットする予定。10

) 断片 わがまち後援会の文楽鑑賞 月８日国立文楽劇場 は 伊賀越道中双六 い140 131105 11【 】 （ ） 、「 」（

がごえどうちゅうすごろく）◆伊賀上野の仇討ち（寛永 年）が題材。天明３年( )初演◆第一11 1783

部の「沼津」が名場面で 「沼津」の段だけ上演、ということもあるという。その第一部を鑑賞。、

蟠桃「夢ノ代」が図書館のなぜか郷土コーナーにある◆「岩波日本思想体系43」を141 131106)【断片 】山片

再読する◆新日本新書「日本歴史」は「蟠桃は無神論をとなえるなど唯物論的な思想を主張した」と記述して

いるが、「改訂版」は「文化・文政期の思想・文化」の項を割愛、蟠桃への言及はない。

「働く人民の立場にたった日本史の通史 「読者の毎日のたたかいの糧に」としての面目」、

を一新するものとして 「全巻の構成を大きく変え」た（改訂版「まえがき ）からであろう。、 」

)【断片 】わがまち （ 月 日号）をアプロード◆摂津名所図会から「金龍142 131107 Walking No.34 11 3

寺」◆「わがまちの主要道路」の第 回は、府道 号線（伏見柳谷高槻線）◆日本書紀に見る「摂3 79

http://p.tl/zEMD津」◆

)【断片 】ポール・マッカートニがきょう来日した。◆いまから 年前、市岡高校の文化143 131109 50

祭のだしものに「わがクラスは何をだすか」を話し合った◆「ビートルズの人形をつくろう」と言っ

たら、賛否は半々だったが可決された。◆境町の鉄工所に行って鉄筋を買ってきてビートルズ像をつ

くった。

)【断片 】トザイトーザイ（東西東西）◆東西四方ののさわぎを鎮め、口上を述べるとき144 131109

に言う。◆「トザイトーザイ」というもあり 「トウザイ」というもある。◆文楽では後者であると、

いうが、私が聴いたかぎりでは 「トウザイ」というよりも「トーザイ」であった、ような。、

【 】 「 」 （ 、 ） 。145 131111) 断片 白戸三平 カムイ伝全集 全３８巻 他に続編 外伝あり が図書館にあった

３０年ぶりに読み返す。◆些か教条的な表現もあるが、歴史叙述は概ね首肯できる。◆歴史の日本的

特質の表現に難なしとは言えないが、執筆時点の歴史的制約を考えれば、やはり類い希な「傑作」と

いうべきである。

)【断片 】小論攷週刊備忘録 ( 月 日号）をアプロード ◆漢籍あれ146 131114 No.31 11 10 http://p.tl/r-3C

これ(千字文つづき 、枕冊子（第 段～ 段）◆わがまち 月号の発行・印刷が今日だったので、） 6 10 11

そちらに手をとられてしまった。

)【断片 】月齢◆３ に家を出る。群雲のなかに丸い月。かなり丸くて大きいと感じた。147 131117 am

◆が、帰宅してから調べてみたら、月齢は だった。◆人間の（というよりも、この場合は「私12.6

の ）感覚とはこんなもんか、と。◆つぎの早配には忘れずにネックウォーマーを持っていこう。」

)【断片 】小論攷備忘録 （ 月 日号）をアプロードした。 ◆「蟹工148 131117 No.32 11 17 http://p.tl/jzTr

船を読む」はひとまず完結。◆「和漢朗詠集より」は 《閏三月、鶯（うぐひす 、霞》までを掲載、 ）

した。

)【断片 】わがまち ◆第 号( 月 日号)をアプロード ◆重要文149 131120 Walking 35 11 10 http://p.tl/och0

化財「山崎通分間延絵図 （やまざきつうぶんあいだのべえず 【第 回】古曽部村～上田辺村◆わが」 ） 2

まちの主要道路【第 回】萩谷西五百住線3

)【断片 】小論攷備忘録 （ 月 日号）をアプロードした。 ◆ヘーゲ150 131122 No.33 11 24 http://p.tl/aC5f

ル哲学から弁証法的唯物論へ【第 回】レーニン「カール・マルクス」◆【挿図】レーニン全集英語5
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版の「弁証法の若干の特徴」の部分の写真

)【断片 】わがまち ◆第 号( 月 日号)をアプロード ◆真上151 131122 Walking 36 11 17 http://p.tl/JW2s

（まかみ ・摂津国島上郡五郷の一☆大字真上の小字図◆日本書紀に見る摂津【第２回】◆日本書紀）

の非一貫性・矛盾

)【断片 】小論攷備忘録 カンボジアの リエル紙幣◆アンコールワット第一回廊152 131125 No.33 500

の左側の柱が１７本描かれている。◆拡大して見てみると、一本ずつ形状がちがっている。◆写真集

http://p.tl/aC5fでチェックした。すべて現状を忠実に描写していることがわかった。

龕(ﾍ ｷｶ ﾝ゙) 龕」は龍部６画の漢字で「仏塔」の意。◆153 131125 niche)【断片 】 ﾆｯﾁ◆もとの意味は壁 。◆「

「 龕」は仏像をおさめるために壁に彫り込んだ空間。◆英和辞典ではnicheは「像・飾り物などを置く壁面のく壁

ぼみ」とある。

)【断片 】 の「 高等理論法則」の項に「コールの法則 ＝154 131130 Murphy's Law Metalaws Cole's Law

Thinly sliced cabbage coleslaw Cole's Law（ ）」 。 「 《 》」キャベツの千切り とある ◆ コールスロー 料理 と

の駄洒落。

155 131201 2013.12.01 23:23 Walking No.38)【断片 】いまさっき地震があった、時刻 。◆「わがまち 」

を仕上げているときだった。◆どこにも被害がでていませんように。

)【断片 】 ◆小論攷備忘録 （ 月 日号）をアプロード◆「梁塵秘抄156 131202 http://p.tl/qiHb No.34 12 1

より」(第 回）第 歌、 歌、 歌、 歌。◆乱数表でアトランダムに選んだ歌を読んでい2 30 355 182 214

く。

)【断片 】わがまち 第 号( 月 日号)をアプロード ◆茨木亀157 131202 Walking 37 11 24 http://p.tl/Y41X

岡線（府道 号）丹波国南桑田郡東別院～摂津国島下郡安威◆「東別院町」は「わがまち」の守備46

範囲外だが、歴史的には興味ある地域。

書斎を整理。西村民之助先生の著書◆会計学批判 、税とその計算 、基準による原価計算 、1975 '61 '64

国税のしくみ ◆西村先生は、ゼミ生＝同志社大商 回の卒業旅行（野沢温泉）にも、いやな顔ひ'71 21

とつせず来てくださった。◆温泉で先生の背中を流したこと以外になんにも恩返しできていない

2013.12.06

)【断片 】８日のバザーにむけて忙しかったのと、寒くなる前に駆け込みでゴルフにいっ158 131215

たりしたので 「わがまち 」と「小論攷週刊備忘録」は定期刊行したものの、 月に入って、 Walking 12

はお休み状態。◆ぼちぼち取りかかるか。TWITTER

)【断片 「秘密保護法」廃止の署名にまわる。◆「自民党に投票した」という人がけっこ159 131215】

。 、「 （ ） 」、ういた ◆その人たちが言うには あんな事 強行採決 やってくれといって投票したんじゃない

「あいそがつきた 「反省してる。こんどはあんたとこや」と言って署名してくれる。」、

)【断片 「わがまち 」◆忙しかったので後回しにしていたが、きょう３週間分を160 131222 walking】

（ ） 「 」いっきにアプロード◆その① 阿武山古墳 大職冠・藤原鎌足之古廟 戦前 不敬http://p.tl/oDAQ ----

とされて発掘が中断された古墳をハイテクが再現

)【断片 「わがまち 」◆きょう３週間分をいっきにアプロード◆その②◆和漢三161 131222 walking】

http://p.tl/yGyn才図繪にみる「摂津之図」◆日本書紀についてのメモ(その非合理の一覧）◆

)【断片 「わがまち 」◆きょう３週間分をいっきにアプロード◆その③◆攝津國162 131222 walking】

http://p.tl/xbWx名所旧跡細見大繪圖「神峯山寺、本山寺」◆本山寺の勧請掛、役行者衣掛けの松◆


