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・本年度対象者！～対象者以外の方も是非ご来場を

練馬稲門会サークル推進チーム

卒業 50 年目（1970 年卒）、45 年目(1975 年卒)、35 年目
(1985 卒)、25 年目(1995 年卒)、15 年目(2005 年卒)他→被招
待者の参加申し込み期限 10/4(金)～対象者は申込洩れ注意！
・開催時間；１０：３０～１１：３０(開場９：３０)
＊同時中継会場は 3 号館 302 教室、当日校内では各種稲門会
主催で様々なイベントがおこなわれます。抽選会もあります。
また、練馬稲門会は例年通り大隈庭園に出店→酒類を用意しま
すのでお立ち寄り下さい。 http://www.wasedaalumni.jp/hcd/

２．トピックス１（９月活動予告）

「写真クラブ」は第 8 回写真展開催！
＊開催日時； 9 月 22 日（日）～24 日（火）
＊会

場； 練馬文化センター（ギャラリー）

＊時

間； 22 日（日）10:00～17:00

９／２２は新撰組ゆかりの日野を歩く！
「歴史ウォーキング部会」は、新撰組の土方歳三や
井上源三郎の出身地で新撰組を支えた日野宿
名主佐藤彦三郎の屋敷であった日野宿本陣などを

23 日（月） 9:00～17:00

訪ねて歩くことになっています。

24 日（火） 9:00～16:00

恒例の八巻部長の丁寧なご説明が楽しみ。

＊出展作品数； 34 枚（出展者数 10 名）

毎回３０名近くの参加者があります。（9/21〆切）

★入場料は無料ですので是非皆様ご来場ください。

１１/１（金）は横浜散歩を予定しています。

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

http://nerima.waseda-info.com/wkframe4.htm

３．各サークルの活動状況（2019 年 8 月 31 日現在）
サークル名
ゴルフ部会

実施日
8/29
交流会

歴史 W 部会

5/22

旅行部会

昨年
10/29，30

実施場所
大泉学園ゴルフ
クラブ
正福寺地蔵堂
徳蔵寺
大阪城,竹田城
姫路城巡り

参加者

17 名

次回
9/26

28 名

9/22

23 名

未定

10 名
6名
6名

9/27

麻雀部会

8/18 早慶
8/24 地区

石神井公園「パターン」

囲碁部会

8/21

練馬囲碁クラブ

グルメ会

5/15

16 名

未定

テニス部会

8/23

7名

9/4，20

エッセイ
同好会
W スポーツ
楽しむ会
カラオケ
部会
山歩き会

8/17

20 名

10/19

8/19

龍の翼（創作中
華）
石神井松の風
文化公園
石神井公園区
民交流センター
野球早慶戦（神
宮球場）
キララ

18 名
12 名
16 名

11/3
12/1
9/16

8/4～6

鳥海山

15 名

11/11
那須連峰

写真クラブ

8/14

ココネリ研修室

10 名

9/22～24
（写真展）

6名
22 名

9/5、12，
19、26
9/26

5名

10/初旬

6/1，2

荻窪「慶春」

（出展打ち合わせ）

パソコン相談
室
酒楽会

8/1，8，
15，22，29

チャミー

7/25

釣り愛好会

6/29

稲田屋石神井
公園前店
深川富士見
（シロギス釣り）

青年部会
（参水会）
料理を
楽しむ会
フォークソン
グ愛好会
落語を楽し
む会
切手同好会

8/20
6/24
8/13
8/8

屋上ビアパーテ
ィ
はつらつセンタ
ー豊玉
生涯学習センタ
ー
国立演芸場

9/12

（ハゼ釣り）

10 名

9/18

13 名

未定

23 名

9/3、10/1

10 名

9/10

2名

未定

（六大学落語会）

3/31

石神井公園区
民交流センター

URL
http://nerima.wasedainfo.com/golf.htm
http://nerima.wasedainfo.com/wkframe4.htm
http://nerima.wasedainfo.com/ryokouframe1.htm
http://nerima.wasedainfo.com/pdf/mjn1902.pdf
http://nerima.wasedainfo.com/igoframe.htm
http://nerima.wasedainfo.com/grmframe1.htm
http://nerima.wasedainfo.com/tnsframe.htm
http://nerima.wasedainfo.com/es19frame.htm
http://nerima.wasedainfo.com/spframe2.htm
http://nerima.wasedainfo.com/karaoke.htm
http://nerima.wasedainfo.com/yamaframe19.htm
http://nerima.wasedainfo.com/photo.htm
申込はメールで
hiratas123@gmail.com

http://nerima.wasedainfo.com/srkframe.htm
http://nerima.wasedainfo.com/fsframe.htm
http://nerima.wasedainfo.com/seinen.htm
http://nerima.wasedainfo.com/ckframe.htm
http://nerima.wasedainfo.com/sgframe.htm
http://nerima.wasedainfo.com/rakugo.htm
http://nerima.wasedainfo.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。

４．今後のイベント予定
【共通イベント】
・9/10（火）20（金）13:30～15:30、未来塾「ほのぼの朗読教室」、於；豊玉リサイクルセンター、
テキスト「私の愛する子供へ」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
・10/20（日）稲門祭 http://www.wasedaalumni.jp/tomonsai
・10/25（金）13:30～15:30、未来塾「ほのぼの朗読教室」発表会、於；豊玉リサイクルセンター、
テキスト「さっちゃんの魔法の手」「雪女」朗読代表者 10 名
・11/2（土）16:30～18:00、「時代小説を読む会」、於；レンタルルーム練馬、テーマ「江戸の医
術」、テキスト「赤ひげ診療譚」、申込先；FAX4243-2759（事務局）
・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】
・9/10（火）13:00～練馬 de べこ吉の会、於；ふれあい広場、参加費 1,000 円～落楽会
・9/14（土）二ツ山・愛宕山～山歩き会 http://nerima.waseda-info.com/yama2019.htm#119
・9/22（日）新選組ゆかりの地巡り、11/1（金）横浜散歩～歴史ウオーキング部会、申込先；
mssh.fjsw@gmail.com、090-4391-7665（藤澤さん）
・9/22（日）～24（火）写真展、於；練馬文化センター～写真クラブ、入場無料
・9/26（木）西武園ゴルフクラブ、10/24（木）高坂カントリークラブ、11/19（火）入間カントリー倶
楽部、12/4（火）日本カントリークラブ～ゴルフ部会
・10/17（木）19:15～赤坂倶楽部 志ん吉の会、於；赤坂会館６階、演題「あくび指南」（初演）、
予約 1,500 円～落楽会、申込先；メール neritourakurakukai@gmail.com 、FAX03-03-42432759、TEL090-1425-3664（土屋）
・11/3（日）早慶野球戦、12/1（日）早明ラグビー戦～ワセダスポーツを楽しむ会、申込先；ＦＡＸ
4243-2759（事務局）、メール kojima_tadao@ybb.ne.jp （小島さん）
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
・早稲田学報 8 月号「稲門だより」の練稲サークル記事掲載～エッセイ同好会、山歩き会（破
風山）、2019 新春の集い
・9/1(日)、8(日)、15(日)区民体育大会バレーボール、於；光が丘体育館、費用;1 チ
ーム 1,000 円、申込先；練馬区バレーボール連盟、申込期限；8/20(火)
・9/15(日)、22(日)、29(日)区民体育大会バスケットボール、於;総合体育館、
10/6(日)於；中村南スポーツ交流センター、申込先；練馬区バスケットボール連
盟、申込期限；8/9(金)
・9/29(日)、10/6(日)区民体育大会硬式テニス、於；土支田庭球場 or 夏の雲公園庭球
場、10/13(日) 夏の雲公園庭球場、費用 1 組 1,500 円、申込先;練馬区体育協会、申
込期限 8/22(木)
・9/16（祝）10:00～16:00 早稲田スポーツフェスタ in 東伏見、於；東伏見キャンパス
入場無料、申込み不要
・9/18（水）、20（金）、21(土)、22（日）、23（月）～WURIT（Ｗｏｒｌｄ Ｕｎｉｖｅｒｃｉｔｙ Ｒｕｇｂｙ
Invitation Ｔｏｕｒnaｍｅｎｔ）2019 日本大会、於；上井草グランド・横河電機グランド・明治安田
生命グランド、参加チーム；早稲田・オクスフォード・シドニー・シベリア連邦・ケープタウン・
ＵＢＣ・ＮＺＵ・ボルドー、 https://www.wurit2019.com/schedule-and-results
・11/10(日)国民体育大会空手道、於；光が丘体育館、費用 2,800 円、申込先；練馬区空手道
連盟、申込期限;8/21(水)
・10/5（土）6（日）9:00～陸上競技記録会、区民体育大会（陸上）、於；練馬総合運動公園、内
容；トラック競技、フィールド競技、費用；一般 1,000 円、高校生 800 円、小中学生 700 円、
リレー1 チーム 1,500 円、申込先；体育館 or スポーツ振興課（区役所）、期限；8/15（木）
・11/23（土）14:00～ラグビー早慶戦、於；秩父宮ラグビー場、＠3,000～定員で申込締切済

６．トピックス２（8 月開催報告）
今年の納涼花火大会も戸田橋で！
第 10 回納涼祭は昨年に続き、早大漕
艇部のご厚意で艇庫庭での鑑賞。参加
者 24 名、1 万 2 千発の花火を堪能。
http://nerima.waseda-info.com/nryframe1.htm

8 月の山歩き会は鳥海山！
8/4～6 の行程で標高 2,236ｍの鳥海
山に登山。参加者 15 名のうち頂上まで
の登山者は 3 名。
http://nerima.waseda-info.com/yama2019.htm#120

エッセイ同好会は 90 回目！
8/17（土）に新入会員 1 名を含めて
総勢 20 名が出席。各々の思いの詰まっ
た力作を発表。
http://nerima.waseda-info.com/es19frame.htm

フォークソング愛好会例会！
8/13（火）に 23 名の参加でこの 1 年
間に取り上げた新譜 13 曲を各 2 回ずつ
合唱。例会後は和やかな暑気払い。
http://nerima.waseda-info.com/sgframe.htm

8 月の麻雀部会は他流試合！
8/18（日）は早慶戦（10 名参加）、
8/24（土）は近隣 4 地区大会（6 名参
加）でした。次回例会は 9/27（金）
http://nerima.waseda-info.com/majon3.htm

７．未来塾コーナー
◎ほのぼの朗読教室（講師；小林大輔さん）
８月の活動～開催日 8/13（火）、20（火）於；豊玉リサイクルセンター,参加者総数 40 名
９月の活動予定～開催日 9/10（火）又は 20（金）13:30～15:00
於；豊玉リサイクルセンター、会費 500 円～申込先 080-2064-3050(小林講師)
テキスト「私の愛する子供へ」（10 月まで使用）
＊10/25（金）は発表会開催予定、於；豊玉リサイクルセンター

◎時代小説・歴史小説を読む会（講師；野火迅さん）
第 9 回～開催日 7/27（土）於；レンタルルーム練馬、参加者数 11 名、テーマ；上意討ち
第 10 回～開催予定日 11/2（土）16:30～18:00 於；レンタルルーム練馬、テーマ；江戸の医術
テキスト「赤ひげ診療譚」、会費 500 円～申込先；FAX4243-2759（事務局）

◎スポット講座～申込先；FAX4243-2759（事務局）
第 12 回～開催日昨年 11/4 （講師；片岡康夫さん）テーマ「貴方のジャッジは？」
於；サンライフ練馬
第 13 回～開催日時 9/1（日）15:30～講師；安田真人氏、於；練馬区役所西庁舎９F 会議室、
テーマ「ＷＣラグビー2019 と早稲田ラグビーを語る」、会費 500 円

８．編集後記
8 月の猛暑の中、半数のサークルは活発な活動しておられます。今年から立ち上げた落語を楽しむ会も徐々
に参加者が増え始めております。若手会員の古今亭志ん吉さんが頑張っておられるのでそれを応援する意
味も兼ねて、同人が出演する高座を軸に例月の観賞場所を決めております。引き続き多数の皆様のご参加
をお待ちしております。
さて、来春のニューイヤーコンサートのチケット先行販売が 9/30 からスタートします。今年から自由席はなく
なり、全席指定となります。料金は従来通り 2 ランクあります。先着順で良い席が取れますので案内が届い
たら早めのお申込みがお得です。また、一般販売は 10/1 からですが周囲の皆様へのご斡旋も宜しくお願い
します。（ＭＴ）

