
 

 

      

               ☆ニューイヤーコンサート☆ 

～予約受付開始～  

  ◇演奏：早稲田大学交響楽団 

  ◇日時：令和 2年 1月 18日（土） 

        16:30開場、17:00 開演 

  ◇会場：練馬文化センター大ホール 

  指定席Ａ：1階席及び 2階席前方 

         全 1,056席、3,500円/1 枚 

  指定席Ｂ：2階席後方 

         全 340 席、2,500円/1枚 

   注）今年は、自由席はありません 

 ◇申込先 nycneritou@waseda-info.com 

    FAX:03-4243-2759,TEL070-3526-4179 

 

 

 

  

         

 

 

１．共通行事情報 

 

２．トピックス１（参加者募集中） 

 
                                             

 

 

 

                                  

   

「秋のグルメ会」は我儘料理の居酒屋で！    １１／１は文明開化の地横浜を歩く！ 

＊開催日時； １０月３１日（木）19:00～21:00       「歴史ウォーキング部会」は、幕末ペリー来航により 

＊開催場所； 居酒屋「つよし」上石神井 3-5-17     日米和親条約が締結されて開港された横浜の地を 

（西武バス荻 14＆15井草通り下車）   訪ね、文明開化の歴史に触れる企画です。 

＊会   費；  税込み 6,500円（飲み放題付き）    恒例の八巻部長の丁寧なご説明が楽しみ。       

＊申込方法； メール eknowsay@hotmail.com       ＊会費５００円（資料代）、申込締切は１０/２５（金）  

電話 ０８０－５４０７－７２５８（川村さん）    お申込み・詳細は 

ＦＡＸ ０３－４２４３－２７５９（事務局）       メール；mssh.fjsw@gmail.com  

注）写真はイメージで実際のメニューではありません。  TEL；０９０－４３９１－７６６５（藤澤さん） 
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★★★本年の稲門祭（ホームカミングデイ）は 10/20（日）です★★★ 
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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 9/26 西武園ゴルフクラ

ブ 
27名 

 

10/24 

（高坂Ｃ） 

http://nerima.waseda-

info.com/golf.htm  

歴史 W部会 5/22 

 

正福寺地蔵堂 

徳蔵寺 

28名 11/１ 

  

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 9/27 麻雀メトロ 24名 

 

11/29 

 

http://nerima.waseda-

info.com/pdf/mjn1902.pdf  

囲碁部会 9/14 生涯学習センタ

ー（豊島交流戦） 

８名 10/19 http://nerima.waseda-

info.com/igoframe.htm  

グルメ会 5/15 

 

龍の翼（創作中

華） 

16名 10/31 http://nerima.waseda-

info.com/grmframe1.htm  

テニス部会 9/4，20 石神井松の風

文化公園 

23名 

 

10/１～3, 

22，29 

http://nerima.waseda-

info.com/tnsframe.htm  

エッセイ 

同好会 

8/17 石神井公園区

民交流センター 

20名 10/19 http://nerima.waseda-

info.com/es19frame.htm  

Wスポーツ 

楽しむ会 

6/1,2 野球早慶戦（神

宮球場） 

18名 

12名 

11/3 

12/1 

http://nerima.waseda-

info.com/spframe2.htm 

カラオケ 

部会 

9/16 

 

キララ 16名 10/21 http://nerima.waseda-

info.com/karaoke.htm  

山歩き会 8/4～6 

 

鳥海山 15名 

 

11/16 

龍崖山 
http://nerima.waseda-

info.com/yamaframe19.htm 

写真クラブ 9/22～

24 

練馬文化センタ

ー（写真展） 

10名 10/10 http://nerima.waseda-

info.com/photo.htm  

パソコン相談

室 

9/5,12，

19,26 

チャミー 6 名 10/3,10, 

17,24,31 

申込はメールで
hiratas123@gmail.com 

酒楽会 9/26 稲田屋石神井

公園前店 

17名 

 

11/28 

 

http://nerima.waseda-

info.com/srkframe.htm  

釣り愛好会 6/29 深川富士見 
（シロギス釣り） 

5 名 

 

10/6 
（ハゼ釣り） 

http://nerima.waseda-

info.com/fsframe.htm 

青年部会 

（参水会） 

9/18 大人の隠家 

翔太郎 

1１名 

 

11/下旬 http://nerima.waseda-

info.com/seinen.htm 

料理を 

楽しむ会 

9/23 

 

はつらつセンタ

ー豊玉 

7 名 11/11 

 

http://nerima.waseda-

info.com/ckframe.htm 

フォークソン

グ愛好会 

9/3 生涯学習センタ

ー 

29名 

 

10/1、

11/5 

http://nerima.waseda-

info.com/sgframe.htm 

落語を楽し

む会 

9/10 

 

ふれあい広場 

（べこ吉の会） 
11名 10/17 

（志ん吉の会） 

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 9 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】  

・10/20（日）稲門祭 http://www.wasedaalumni.jp/tomonsai 

・10/25（金）、29（火）13:30～15:30、未来塾「ほのぼの朗読教室」発表会、朗読代表者 10名、

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」、会費 500円、申込先

080-2064-3050(小林講師) http://nerima.waseda-info.com/mrframe.htm 

・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）17:00～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】 

・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 、FAX03-03-4243-

2759、TEL090-1425-3664（土屋） 

・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 

・10/26（土）9:35～箱根駅伝予選会応援、於；昭和記念公園～ワセダスポーツを楽しむ会、

9:35 集合、申込先；kojima_tadao@ybb.ne.jp (小島さん)、申込先；ＦＡＸ4243-2759

（事務局）注）本年はシード権が取れず予選会に参加するもの。皆様揃って応援を！ 

・10/31（木）19:00～21:00～グルメ会、於;居酒屋レストランつよし、会費 6,500円、申込締切

10/28（月）、申込先；eknowsay@hotmail.com ,（川村さん）ＦＡＸ；03-4243-2759（事務局） 

・11/1（金）13:00 集合、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）、申込締切；10/25（金）、会費;500円 

・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） 

・11/16（土）龍崖山～山歩き会、注）10/11（金）茶臼・朝日岳登山は天候不順の為中止。 

・12/14（土）13:00 集合、「新撰組の日野を歩く」～歴史ウオーキング部会、申込先；

mssh.fjsw@gmail.com、090-4391-7665（藤澤さん）、申込締切；12/7（土）、会費;500円 

  ＊9/22開催予定のイベントの天候不順による順延開催分。 

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 10月号「稲門だより」の練稲サークル記事掲載～お花見の会、ワセダスポーツ

を楽しむ会（早慶レガッタ）、エッセイ同好会、山歩き会（秩父札所巡り、明神ヶ岳） 

・10/1（火）～11/10（日）10:00～17:00やきもの企画展、於;會津弥一記念博物館、入館;無料 

・10/4（金）～11/18（月）10:00～17:00 白隠・仙厓展、於；会津弥一記念館、入館料;無料 

・10/10(木）～14(月)小津安二郎映画朗読公演、出演；中井貴恵、於;小野記念講堂、

入場料(音語り)4,000円(映画)1,000 円、申込先；オンザフィールド，050-5525-

149，http://oft-webshop.com  

・10/10(木)～10/21(月)、早稲田文化芸術週間 2019として各種イベント有、詳細は 

https://www.waseda.jp/culture/events/week/ 参照 

・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) 

・11/2（土）～12/25（水）10:00～17:00、舞台体験、於；大学演劇博物館、入館料無料 

・11/4（月・祝）15：00～早慶明三大学ＢＩＧ ＢＡＮＤ Jazz Festa in 浅草、於；浅草公会堂、

料金；前売り 3,000円、申込先；K-kikitsu@w9.dion.ne.jp（喜々津さん）締切 10/26 

・11/16（土）11:30～15:00、婚活バーベキュー大会、於；小金井公園、参加費 5,000円、申込

先；０９０－８３１7－１３０３（いなほ会事務局）、メール；aogatta@yahoo.co.jp 締切 11／5 

・11/14（木）～12/24（火）10:00～17:00、人形劇展示会、於；大学演劇博物館、入館料無料 

・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 
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今年は気候変動が大きく、風雨も激しく、首都圏でついには列車の計画運休が実施されるな

どこれまで予想も出来ない事態が起こってきています。この影響を受けて山歩き会や歴史ウ

ォーキングなど屋外のサークル活動が急遽中止や延期となるなどの影響も出てきています

が、被害に見舞われた全国各地の皆様が大変不自由な思いをされていることに鑑みると贅

沢は言っておられません。備えあれば憂いなしと言えない状況になってきておりますので、

情報収集と危機管理が大切ということを痛感している昨今です。（ＭＴ） 

８．編集後記 

６．トピックス２（９月開催報告） 

７．未来塾コーナー 

◎ほのぼの朗読教室（講師；小林大輔さん） 

 ９月の活動～開催日 9/10（火）、20（金）於；豊玉リサイクルセンター,参加者総数 40 名 

 １０月の活動予定～開催日 10/25（金）又は 29（火）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） 

  ＊今回は発表会開催予定で一般聴講者も歓迎ですので希望者は講師宛お申し出ください。 

◎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 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」  

第 14 回～未定 

 

  

 

 落楽会は練馬 de べこ吉の会鑑賞！ 
9/10に地元練馬の若手落語家古今亭志ん

吉さん（練稲会員）と三遊亭美るくさんの

落語を観賞。演目は「ふだんの袴」「親子

酒」「池田大助」「死神」の 4席。堪能後

は余興として住吉踊り（カッポレ）も。 
http://nerima.waseda-info.com/rakugo.htm  

囲碁部会は豊島稲門会との交流戦！ 
9/14は恒例となった年 2回の交流戦。双

方が 8名ずつ参加する対抗戦。残念ながら

練馬は個人、団体とも敗戦。次回に雪辱を

期して練習に精進。定例会は毎月第 3土曜

日。現在の部員は 15名。参加者募集中。 
http://nerima.waseda-info.com/igoframe.htm  

料理を楽しむ会はフランス料理を！ 
9/23に 7名のメンバーが集まって家庭料

理のポトフとリエット作り。手際よく 1時

間で料理は完成。経費も一人当たり 500円

で済みお手頃、味付けもまずまずで堪能。 
http://nerima.waseda-info.com/ckframe.htm 

写真クラブ年 1 回の写真展開催！   
9/22～24の 3日間練馬文化センターで定

例の写真展開催、一人 3～4点、出展者 10

名で総出展数は 34枚でした。毎月 1回例

会を開催しお互いの活動を報告しあってい

ます。写真好きの方は是非ご参加下さい。 
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