
 

 

  

☆満開の桜の下に 35名が集合！ 

 ～貞末さんのギターでみんなで楽しい合唱も～ 

 
 3/29（金）には昨年に引き続き荻野会長宅のお庭をお借り

して花見会を開催、今年は中野稲門会から会長以下 3 名の方

も参加されました。会員が持ち寄った手料理や会長からご提

供いただいたおつまみを肴に飲酒も進み話も弾みました。ま

た、会員の友人として特別参加されたオペラ歌手の独唱が披

露された後、フォークソング愛好会の新会長貞末さんのギタ

ーに合わせて皆で数々の曲を歌うなどのアトラクションもあ

り、大変楽しいひとときでした。 

http://nerima.waseda-info.com/hmframe.htm 
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早慶レガッタは早稲田クルーが三連覇！ 平成から令和へ～様々な思いがエッセイに！ 

4/14（日）に開催された第８８回早慶レガッタには総勢  エッセイ同好会は平成最後の例会を 4/20（土）開催。 

15名が応援に参加。両校の応援合戦の下、接戦の末  参加者 18名が思い思いの追憶や新時代の期待に 

二分の一カンパス差で辛勝し、三連覇。丁度応援に    想いを馳せ、自由奔放に書いた随筆を発表しました。 

来られた田中総長とともに記念撮影をしました。       この会の良さは題材、テーマは各自が自由に選べる 

次回は六大学野球早慶戦応援観戦を予定。参加     こと、また、メンバーの発表内容には一切批評を加え 

希望者は 5/7（火）迄にお申し込みを。（次頁参照）     ないことです。皆様ご気軽にご参加を。 

http://nerima.waseda-info.com/spframe2.htm    http://nerima.waseda-info.com/es19frame.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 4/22 

 

武蔵ＧＣ 24名 5/15 蒲生 

5/28 高坂 
http://nerima.waseda-

info.com/golf.htm  

歴史 W 部会 3/23 

 

駒場公園旧前田

侯爵邸散策 
23名 5/22 

  

http://nerima.waseda-

info.com/wkframe4.htm  

旅行部会 昨年
10/29，30 

大阪城,竹田城 

姫路城巡り 

23名 未定 http://nerima.waseda-

info.com/ryokouframe1.htm 

麻雀部会 4/12,13 

 

伊香保温泉 12名 

 

5/25 http://nerima.waseda-

info.com/pdf/mjn1902.pdf  

囲碁部会 4/20 練馬囲碁クラブ 6 名 5/15 

 

http://nerima.waseda-

info.com/igoframe.htm  

グルメ会 10/17 

 

ＧＩＮＴＯ池袋店

（イタリアン） 

15名 5/15 
（創作中華） 

http://nerima.waseda-

info.com/grmframe1.htm  

テニス部会 4/5，26 

 

石神井松の風

文化公園 

17名 

 

5/3，8 http://nerima.waseda-

info.com/tnsframe.htm  

エッセイ 

同好会 

4/20 

 

石神井公園区

民交流センター 

18名 6/15 

 

http://nerima.waseda-

info.com/es19frame.htm  

W スポーツ 

楽しむ会 

4/14 早慶レガッタ 15名 6/1，2 

早慶戦 

http://nerima.waseda-

info.com/spframe2.htm 

カラオケ 

部会 

4/15 キララ 17名 5/20 http://nerima.waseda-

info.com/karaoke.htm  

山歩き会 4/27 明神ケ岳 13名 

 

5/11 
秩父札所 

http://nerima.waseda-

info.com/yama2019.htm#115 

写真クラブ 4/17 ココネリ研修室 
 

8 名 5/22 http://nerima.waseda-

info.com/photo.htm  

パソコン相談

室 

4/4,11, 

18,25 

チャミー 6 名 5/2,9,16,

23,30 

旧パソコン教室は解散。申

込は hiratas123@gmail.com 

酒楽会 2/28 稲田屋石神井

公園前店 

20名 

 

5/30 http://nerima.waseda-

info.com/srkframe.htm  

釣り愛好会 4/16 

4/26 

秋川（山女魚釣り） 

鶴川（岩魚釣り） 
2 名 

2 名 

未定 http://nerima.waseda-

info.com/fsframe.htm 

青年部会 

（参水会） 

4/24 

 

キャベツ畑 10名 

 

6/5 http://nerima.waseda-

info.com/seinen.htm 

料理を 

楽しむ会 

4/22 はつらつセンタ

ー豊玉 

10名 6/24 http://nerima.waseda-

info.com/ckframe.htm 

フォークソン

グ愛好会 

4/2 

 

生涯学習センタ

ー 

23名 

 

5/7 http://nerima.waseda-

info.com/sgframe.htm 

落語を楽し

む会 

3/20 

 

赤坂倶楽部 

 

4 名 5/15 
国立演芸場 

http://nerima.waseda-

info.com/rakugo.htm  

切手同好会 3/31 石神井公園区

民交流センター 

2 名 未定 http://nerima.waseda-

info.com/stamp.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。 

  未来塾は、7．未来塾コーナーをご参照ください。 

３．各サークルの活動状況（2019 年 4 月 30日現在） 
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 ４．今後のイベント予定 

 

 

【共通イベント】     

・5/18（土）11:30～13:30 バーべキュ―大会、於；豊島園、会費 4000 円、定員 30 名、申込先；

ＦＡＸ03-4243-2759、メール neritou@waseda-info.com 

・5/24(金)28（火）13:30～15:30、未来塾「ほのぼの朗読教室」テキスト「耳なし芳一」、於；豊玉

リサイクルセンター、講師小林大輔氏、会費 500 円、申込先 080-2064-3050(小林講師)        

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

・7/7（日）第４１回総会、於;ココネリホール 

・8/3（土）納涼花火大会、於；戸田橋花火大会会場 

・10/20（日）稲門祭 

・2020/1/18（土）ニューイヤーコンサート、於；練馬文化センター 

・2/22（土）新春の集い、於；ココネリホール 

・3/22（日）ねりまこぶしマラソン、於;光が丘公園（走路補助） 

【サークルイベント】 

・5/11(土)秩父札所巡り第 33 番、34 番(これで結願)～山歩き会 http://nerima.waseda-

info.com/yamaframe19.htm 

・5/15(水)越生ＧＣ、5/28（火）高坂Ｃ～杉並稲門会懇親コンペ、6/11(火)こだまＧＣ～ゴルフ部 

・5/15（水）13:00～16:00 四代目三遊亭圓歌襲名披露公演鑑賞、於；国立演芸場、入場料

１,400円（満 65歳未満の方は 2,200 円）、申込先；TEL090-1425-3664（土屋） ＊ 

・5/15（水）18:30～グルメ会、於；龍の翼（創作中華料理店）、会費 7,000円、先着 15 名、申込

先；電話 090-7214-9648、メール；kyas1021@yahoo.co.jp（片岡さん）＊ 

・5/22（水）13:00東村山駅集合、正福寺地蔵堂、徳蔵寺板碑見学～歴史Ｗ部会、会費 700円 

・6/1（土）2（日）春季早慶戦応援観戦～ワセダスポーツを楽しむ会、入場料 1,500 円、申込

先；FAX4243-2759（事務局）メール；kojima_tadao@ybb.ne.jp（小島さん）締切 5/7（火）＊ 

注）参加希望者はＨＰ記載の各部担当者宛お申込み下さい。 

＊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/） 

５．何でも情報・投稿コーナー 

 

 

・5/12（日）16:00～おおもり早慶明ＢｉｇＢａｎｄＪａｚｚＦｅｓ．於；大森ベルフォートアトリウム＠2,500 

・5/17～31、9:30～12:00はつらつ度測定（体組成、血管年齢、骨密度測定など）、対象者;区内

在住 65歳以上、費用;無料、5/17（金）勤労福祉会館、5/23（木）サンライフ練馬、5/29（水）

関区民センター、5/31（金）土支田中央地域集会所、申込先;ルネサンス石神井公園（ＴＥＬ

5910-3975）定員；各 50 名、担当；区介護予防係（区報 5/１号参照） 

・5/19(日)照姫まつり http://teruhime-matsuri.com/  

・5/24（金）、7/13（土）尾瀬ヶ原探勝、定員各 22 名（抽選）、費用 23,000円、申込先；春日町リ

サイクルセンター3926-2501、往復ハガキ又はメール（https://www.nerima-rc.jp/） 

・5/26（日）13:30～16:30 三人会、主催；大泉落語会、於;勤労福祉会館 

・6/1～7/7 毎土・日 20:00～21:00 郷土の森蛍の観察会、於；郷土の森緑地、定員各 150 名、

申込先；中里郷土の森緑地 3922-3021、往復ハガキ又はＨＰhttp://www.ces-net.jp/nakazato  

・6/4（火）13:00～練馬 de べこ吉の会、於；ふれあい広場（石神井公園南口徒歩 2 分）1,000円 

・6/5～26毎水曜 14:00～16:00 歴史と古典の講座「天皇家の謎に迫る」於；光が丘区民センタ

ー３Ｆ、講師；元昭和女子大教授西沢氏、定員 100名（抽選）、費用 500円、申込先；はつら

つセンター光が丘５997-7717 往復ハガキ、締切 5/10（区報 5/１号参照） 

・6/17（月）9:15～赤坂倶楽部 志ん吉の会、演題「幾代餅」、於；赤坂会館６階、予約 1,500円

（当日 1,800 円）申込先；志ん吉氏（choit_shinsan@yahoo.co.jp） 

・6/30（日）9:15～12:00鵠沼海岸・地引網、主催；藤沢稲門会、会費；大人 2,500 円、中学生以

上 1,500円、小学生 500 円、申込先；メール（fujisawaevent@mail.tomonkai.net/） 

WEB（https://fujisawa.tomonkai.net/）FAX050-3730-7252、TEL080-5404-9328（松

嶋さん）締切日 5/7（金）＊ 

・8/6（火）19:15～赤坂倶楽部 志ん吉の会、於；赤坂会館６階、予約 1,500 円（当日 1,800円）

申込先；志ん吉氏（choit_shinsan@yahoo.co.jp） 

・8/8(木)18:00～六大学落語会、於；国立演芸場、入場料 3,000 円、古今亭志ん吉氏が早稲田

を代表して出演、問い合わせ先；志ん吉氏（choit_shinsan@yahoo.co.jp）～落楽会でも応援鑑

賞会を実施の予定。 
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今月から新天皇が誕生し、年号も平成から令和へ改元されました。ねりとうは昨年から役員体制が一新され

ており既に 1 年が経過しました。新体制の下で 40 周年記念行事が成功裏に執り行われ、5 年後に向けたビ

ジョン 45 策定に着手、女性役員の誕生や参水会を中心にして若手会員の活性化が手掛けられるなど新し

い芽も出始めました。新設サークルも手探りながら活動を開始し始めましたので、サークル推進チームとして

も「小さく産んで大きく育てる」と考えて積極的に支援していきたいと思います。執行部は会員に寄り添い会員

の意向を汲み上げて、皆様が参加しやすいイベント企画、サークル活動づくりに取り組んできておりますの

で、これをサポートする意味で本サークル通信では、皆様からのご意見、ご相談なども取り上げて、単に一方

的な情報提供のみでなく双方向の情報交換紙となるようにしていきたいと考えております。皆様からの忌憚

のないご意見やご要望をお待ち申し上げます。 

なお、ご連絡はメールで neritoucirclesuishin@gmail.com までお願いいたします。（ＭＴ） 

８．編集後記（新元号の誕生に当たって） 

６．稲門祭グッズ購入のお願い 

７．未来塾コーナー 

◎ほのぼの朗読教室（講師；小林大輔さん）～申込先は前頁４参照 
 ４月の活動～開催日 4/23（火）又は 26（金）、於；豊玉リサイクルセンター 

   参加者総数 40名、テキスト；森鴎外「高瀬舟」 

 ５月の活動予定～開催日 5/24（金）又は 28（火）、於；豊玉リサイクルセンター 

   テキスト；小泉八雲「耳なし芳一」＊いずれか 1日ご都合の良い日の参加で可 

◎時代小説を読む会（講師；野火迅さん） 
 第 8回～開催予定日 4/27（土）於；レンタルルーム練馬、参加者数 8名 

  テキスト：藤沢周平「風の果て」、乙川優一郎「椿山」、山本周五郎「ながい坂」 

 第 9回～開催予定 7月、於；レンタルルーム練馬、テーマ「上意討ち」 

  テキスト；滝口康彦「上意討ち心得」、池波正太郎「上意討ち」、藤沢周平「小川

のほとり」（短編集「闇の穴」より） 

～申込先；FAX4243-2759（事務局）メール neritoucirclesuishin@gmail.com 

◎スポット講座 
 第 12回（昨年 11/4）テーマ「貴方のジャッジは？」講師片岡康夫さん、 

於；サンライフ練馬 ＊第 13回は  未定（候補者選考中） 

本年の稲門祭も校友会本部から恒例のグッズ販売割り当てがございました。現役学

生奨学金支援のためにも是非共ご購入をお願い申し上げます。 

商品説明は（http://www.wasedaalumni.jp/tomonsai/souvenir.html）をご覧下さ

い。 ＊お申し込みは事務局（neritou@waseda-info.com）まで＊ 

 
オリジナルリュックサック    マフラー     ポロシャツ（白・青）      ネクタイ 

   8,000円          6,000円     6,000円（Ｓ，Ｍ，Ｌ）     4,000 円  

 
    帽 子        オリジナルペンケース   多機能ペン       ゴルフボール 

    2,000円           2,000円       2,000円        2,000 円 

＊共通イベント（バーべキュー大会、総会など）の会場でも販売いたします。 
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