
 

 

今年の納涼祭は戸田橋花火大会の観覧・・・ 

～若手メンバーは豊島園花火フェスタ観覧を実施！

 

今年の納涼祭は、大学漕艇部の協力で 8/4（土）に新宿稲門会と合

同で戸田橋花火大会の観覧を行いました。観覧場所がボートコース前

でしたので、参加者 15名は打ち上げ場所の目の前で 12,000発の花火

を堪能しました。 

http://nerima.waseda-info.com/nryframe1.htm  

また、若手会員は人見氏（2013 院卒）の呼びかけで 8/1（水）に豊島

園プールサイドエリアに参集して花火フェスタ（5,000 発）を観覧、少人

数ながら懇親を深める良いイベントになりました。 

１．共通イベント情報 

 

２．トピックス 

 

                                                                              

フォークソング愛好会は１１月の光が丘  今年の旅行部会は 10月に大阪城、 

消防署フェス出演に向け練習開始！      竹田城址、姫路城の城巡り！ 

７/１５稲総会の出演を終え、次なる目標は１１月     ・日程；10月 29日（月）、30日（火）の 1泊旅行 

の消防フェス参加。８/７の例会には、豊島、中野の   ・宿泊予定地；城崎温泉 ・申込期限；9月 30日  

両稲門会会長も特別参加され総勢は２５名に。     ・主催；旅行部会、歴史ウォーキング部会共同開催 

フォークにご興味のある方奮ってご参加を！     ・申込先；mssh.fisw@gmail.com,090-4391-7665(藤澤) 

http://nerima.waseda-info.com/sgframe.htm       http://nerima.waseda-info.com/ryokouframe1.htm  
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サークル名 実施日 実施場所 参加者 次回 URL 

ゴルフ部会 8/23 
（交流塾） 

学園ゴルフ

センター 

12名 9/20 http://nerima.waseda-

info.com/golf.htm  

歴史 W部会 5/26 都内３庭園

散策 

35名 9/22 
品川台場 

http://nerima.waseda-

info.com/wkframe4.htm  

旅行部会 昨年

6/25,6 

琵琶湖周辺 

京都史跡 

22名 10/29，

30 

http://nerima.waseda-

info.com/ryokouframe1.htm 

麻雀部会 8/18 

8/25 

（早慶大会） 

（4地区大会） 
14名 

6 名 

9/22 

 

http://nerima.waseda-

info.com/majon3.htm  

囲碁部会 8/18 練馬囲碁ク

ラブ 

7 名 9/15 http://nerima.waseda-

info.com/igoframe.htm  

グルメ会 5/23 

 

イタリア料理

店 

21名 未定 

 

http://nerima.waseda-

info.com/grmframe1.htm  

テニス部会 8/21 

 

石神井松の

風文化公園 

14名 

 

9/4～6

（合宿） 

http://nerima.waseda-

info.com/tnsframe.htm  

エッセイ 

同好会 

8/18 

 

練稲事務所

３F 

１８名 10/20 http://nerima.waseda-

info.com/es18frame.htm  

W スポーツ 

楽しむ会 

6/2，3 

 

早慶戦 17名 10/末 

早慶戦 

http://nerima.waseda-

info.com/sp2017.htm#1802 

カラオケ 

部会 

8/20 キララ 11名 10/15 http://nerima.waseda-

info.com/karaoke.htm  

山歩き会 8/22 

 

大野山 15名 

 

9/30 
那須連峰 

http://nerima.waseda-

info.com/yama2018.htm#106 

写真クラブ 7/18 

 

練稲事務所

３F 

５名 9/19 http://nerima.waseda-

info.com/photo.htm  

パソコン 

教室 

7/5，12，

19，26 

練稲事務所

３F 

6 名 9/6,13, 

20，27 

http://nerima.waseda-

info.com/pcclub.html 
ティータイム 

コンサート 
6/20 チャミー 22名 

 

未定 http://nerima.waseda-

info.com/ttcframe1.htm  

酒楽会 7/26 稲田屋石神

井公園前店 

19名 9/27 

 

http://nerima.waseda-

info.com/srkframe.htm  

釣り愛好会 6/13 

6/28 

黒目川 

都磯川 

3 名 

5 名 

未定 http://nerima.waseda-

info.com/fsframe.htm  

青年部会 

（参水会） 

6/20 

 

ピッターレ 
(伊レストラン) 

8 名 9/19 http://nerima.waseda-

info.com/seinen.htm  

料理を 

楽しむ会 

6/25 

 

はつらつセン

ター豊玉 

10名 9/24 

 

http://nerima.waseda-

info.com/ckframe.htm  

陶芸を 

楽しむ会 

7/2 練稲事務所

３F 

8 名 9/3 新規会員募集受付停止中 

フォークソン

グ愛好会 

8/7 生涯学習セン

ター 
25名 

 

9/4 

 

http://nerima.waseda-

info.com/sgframe.htm  
＊次回の会合に参加希望の方は、該当サークルの URL記載の窓口担当者宛ご連絡下さい。 

  ご連絡が取れない場合はサークル推進 C（neritoucirclesuishin@gmail.com ）宛ご連絡下さい。 

３．各サークルの活動状況（2018 年 8 月 31 日現在） 
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 ４．今後のイベント予定 

 【共通イベント】 
9/15(土)第 11 回未来塾（於；サンライフ練馬）講師；福沢剛氏（練稲副会長、H5 政経卒）

http://nerima.waseda-info.com/mrframe.htm  

10/13（土）16:00～未来塾「歴史小説を読む会」於；講師野火迅氏、於；レンタルルーム練馬 

課題図書；藤沢周平著「密謀上・下」（文春文庫） 

10/21（日）稲門祭（早稲田大学）http://www.wasedaalumni.jp/tomonsai 

1/19（土）17:00～ニューイヤーコンサート（於；練馬文化センター大ホール） 

2/23（土）新春の集い２０１９（ココネリホール） 

3/24（日）練馬こぶしマラソン（光が丘公園）～走路補助員募集 

＊印はメルマガバックナンバーに関連記事があります（http://waseda-info.com/melmaga/） 

【サークルイベント】 

9/20（木）日本カントリークラブ、10/16（火）高麗川カントリークラブ～ゴルフ部会＊ 

9/22（土）品川台場・レインボーブリッジを歩く～歴史ウォーキング部会・・6．イベント情報参照
http://nerima.waseda-info.com/wkframe4.htm 

9/28（金）～30（日）第 8 回写真展（於；練馬文化センター・ギャラリー）～写真クラブ・・同上

http://nerima.waseda-info.com/photoframe.htm  

9/30（日）茶臼岳、朝日岳～山歩き会 http://nerima.waseda-info.com/yama2018.htm#108 

10/29（月）～30（火）１泊旅行（宿泊地;城崎温泉を予定、訪問先；大阪城、竹田城址、姫路城）

～旅行部会と歴史ウォーキング部会の共同開催、八巻部長の名解説付きです（2．トピックス

参照）http://nerima.waseda-info.com/ryokouframe1.htm 

11/1（木）大学校友会ゴルフ大会（於；久慈カントリークラブ）～ゴルフ部会 

11/8（木）清澄ゴルフ倶楽部、12/5（水）入間川カントリークラブ～ゴルフ部 

＊参加希望者は HP（上記 URL）記載の各連絡先にお申し込みください。 

 ゴルフ部は、場所予約の都合上、お申込みいただいても参加できない場合があります。 

＊＊イベント月別スケジュールは HP(http://nerima.waseda-info.com/sche7.cgi)参照下さい。 

 ５．何でも情報・投稿コーナー 

 

 

・9/17（祝）ペガーボール無料体験会(於；サンライフ練馬体育室)、担当；原田(会員)ＴＥＬ 090-

3234-5564 http://pegarball.jp/event.html#top  

・早稲田大学地方演奏旅行開催～8/18（沼津）8/19（浜松）8/20（名古屋）応援部、ハイソ、ニュ

ーオリ出演 http://www.wasedaalumni.jp/ensou2018  

・早稲田スポーツフェスタ開催～9/17(月/敬老の日)10:00～16:00 於早稲田大学東伏見キャン

パス https://www.waseda.jp/inst/athletic  

・10/14（日）17:00～練馬薪能（於石神井松の風文化公園）定員 692 名（＠6000＠4,000＠2,000

＠1,000）狂言＜野村万作、萬斎＞能＜梅若万三郎、紀長＞詳細はねりま区報 6/11号参照 

・10/21（日）10:00～16:00 第 41回練馬まつり（於；豊島園）http://www.nerima-matsuri.com/  

・ 東 京 都 シ ル バ ー パ ス （ 対 象 者満 70 歳以上 ） 更 新 手続 き は 9 月中 に ！

http://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/koreisha/nichijo/silver_bus.html  

・10/28(日)所沢キャンパス祭 https://tokosai.net/ （西武池袋線小手指駅から無料送迎バス） 

・11/3(土),4(日)両日とも 10:00～17:00早稲田祭(於；戸山キャンパス) https://wasedasai.net/  

＊印イベントはメルマガバックナンバーに関連記事がありますので併せてご覧ください。 
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今般、釣り愛好会の松浦部長様から「釣り四方山話」と題する全 3 回に渡る連載記事のご投稿をいただきま

したので会員寄稿として掲載させていただくことにいたしました。今後、他のサークル部長様や一般の会員様

からのサークル活動や趣味に関するご投稿も適宜掲載し、会員の皆様の情報交換の一助としても本紙を活

用していきたいと考えております。スペースの関係で掲載量に限界はございますが、皆様からの積極的なご

投稿を歓迎いたします。（今回の記事は女性蔑視ではなく釣り人に対する礼儀としてご理解ください） (MT) 

 

 

９．編集後記 

６．9 月サークル活動イベント案内 

８．未来塾第 11回講演開催情報 

◎練馬区議会議長に就任された福沢剛氏（副会長 1993政経卒）が講師！ 

 ・演題；「どうなる練馬の暮らし」（練馬区政、地域医療、豊島園の今後についてなど ） 

  ・日程；９月１５日（土）１５：００～（14:30開場） ・参加費 500円、懇親会も予定 

  ・会場；サンライフ練馬 研修室第一（中村橋駅徒歩 3分、練馬区立美術館隣接） 

   http://sunlifenerima.sakura.ne.jp/index.html   

・申込先；neritou@waseda-info.com  

  

 

 

 

   
歴史ウォーキング部会はお台場 写真クラブは第 8 回展示会開催！ 

レインボーブリッジへ！   ～クラブ員全員が出展 35～40 点 
・開催日  9 月 22 日（土）13:00     ・開催日時 9/28（金）10:00～17:00 

・集合場所 ＪＲ新橋駅烏森口改札             9/30（土）  9:00～17:00 

・申込期限 9 月 14 日（金）               9/31（日）  9:00～16:00 

・申込先  mssh.fjsw@gmail.com    ・開催場所 練馬文化Ｃ２Ｆギャラリー 

 （藤澤氏）０９０-４３９１-７６６５   ＊事前申し込みは不要ですので皆様  

http://nerima.waseda-info.com/wkframe4.htm   お誘いあわせの上ご鑑賞下さい。 

           

           

           

           

         でお時間が 

・申込締切日 9 月 14 日（金）        

 

 ７．会員寄稿「釣り四方山話１」 
第一回「女に跨がれると竿が腐る」   釣り愛好会 部長 松浦康夫 
昨今なら、このような事を言ったらセクハラ騒ぎになって大変なのですが、何も私が言った事ではなく、江戸

時代からあった、釣り師の間で言い伝えられてきた格言です。 

「 竿を女が跨ぐと腐る 」あるいは、「 竿を女が跨ぐと釣れなくなる 」とも言います。 

ちょっとエッチなニュアンスもあり、聞いた人がニヤっとする、そんな格言なので覚え易いですよね。でも、こ

れは単なる笑い話ではなく奥深い意味を持った戒めなのです。 

刀が武士の魂ならば、竿は釣り師の魂です。「女」とは、釣りの素人を女性に代表させて言い表したものです。 

 少しでも心得のある釣り師であれば、釣り場で他の釣り人と話しをするのに近づく場合、先ず、その人の竿が

どこに置かれているかを真っ先に確認してから近寄ります。そうしないと、竿を踏み折ったりの粗相をする惧れ

があるからです。 

しかし、「女」に代表される素人は、ずかずかっと近寄ってきて、足で竿を踏み潰しているのにも気付かず

に、「釣れましたか？」などと訊いたりします。 

 早大釣の会渓流班にいた頃は、先輩から竿の扱い方、特に置き方を厳しく指導されました。 

素人の新入生に竿を踏み折られたら、折った素人ではなく、ぞんざいな置き方をしたお前が悪いのだと。休憩や

イワナを釣り上げた直後にちょっと竿を置く場合でも、必ず、他人の眼につきやすい形で岩や木に立て掛け、決

して地べたに置いてはならないと。何といっても、竿は釣り師の魂です。 武士が刀をぞんざいに地面に投げ出

して、他人に踏まれたりでもしたら、これはもう、切腹ものですからね。 
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