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１．共通行事情報
ニューイヤーコンサートは 1/19 開催！
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・本コンサートは今年で
13 回目、練馬稲門会最
大のイベントです。
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・10/15 より一般販売が
開始され、チケットは
練馬稲門会サークル推進チーム
順調な売れ行きです。

４．新春のエポックイベント
５．10～１２月のサークル活動
６．今後のイベント予定

・新春のオペラソロ歌手
の歌唱力と早稲オケの
迫真の演奏をお楽しみ
ください。

７．何でも情報・投稿コーナー
８．練稲未来塾情報
９．会員寄稿「釣り四方山話３」

・チケット代金；指定席 3,500 円、自由席 2,000 円

１０． 編集後記

・購入申込先；練馬稲門会コンサート事務局
Mail；neritou@waseda-info.com Tel；０７０－３５２６－４１７９
＊どなたでも鑑賞可能～ご近隣の方、ご親戚、ご友人積極勧誘を！

２．トピックス
カラオケ部会・サークル推進 C 協賛
ねりとうクリスマス忘年パーティ開催！！
12/24 に総勢 47 名の参加者が集まり、練馬区役
所 20 階の交流会場で行われ、カラオケ歌唱以外
にゲスト出演、ゲーム実施ありの盛り沢山のイベ
ントで時を忘れた楽しい会となりました。
冒頭は小林大輔さんによる朗読(写真 1)、中盤で
は古今亭志ん吉さんによる文字当てクイズ(景品
は写真２)があり、また、参加者のかくし芸（マジッ
ク、詩吟、弾き語り）も披露され、そして全員参加で
日本酒銘柄当て（賞品は酒楽会の鶴島さんご提
供・写真 3）、じゃんけんゲーム、ＹES-NO ゲーム
（優勝者には、加湿器が贈呈）が行われました。
最後には全員で「クリスマスイブ」を合唱、エール
交換の後、手塚さんの締めのお言葉で閉会となり
ました。また、参加者は全員、料理を楽しむ会にご
製造いただきましたキューウィジャム(写真 4)を持
ち帰りいただきました。

http://nerima.waseda-info.com/karaoke.htm
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３．各サークルの活動状況（2018 年 12 月 31 日現在）
サークル名
ゴルフ部会

実施日
12/6

歴史 W 部会

12/17

旅行部会
麻雀部会

10/29，
30
12/22

囲碁部会

12/15

グルメ会

実施場所
入間カントリー
クラブ
成田山新勝寺

参加者
32 名

次回
1/10
交流塾

17 名

1/5 日本
橋七福神

大坂城、竹田城 25 名
姫路城
荻窪（近隣 4 地 6 名
区大会）
練馬囲碁クラブ 6 名

未定

10/17

ＧＩＮＴＯ池袋店（イ
タリアン）

15 名

未定

テニス部会

12/21

14 名

1/24

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

12/15

石神井松の風
文化公園
練稲事務所３F

18 名

2/16

1/26
1/19

１/３箱根
駅伝応援

12/9,10

早明ラグビー
32 名
観戦
練馬区役所交
47 名
流会場
宝登山、美の山 26 名

写真クラブ

12/19

練稲事務所３F

6名

1/16

パソコン
教室
酒楽会

12/6，
13，20
11/20

チャーミー

6名
23 名

釣り愛好会

10/8
10/20
12/13

稲田屋石神井
公園前店
江戸川放水路
金沢八景
せきみ

1/10,17,
24,31
2/28

8名
3名
20 名

未定

はつらつセンタ
ー豊玉
生涯学習センタ
ー
豊玉リサイクル
センター
レンタルルーム
練馬

14 名

2/25

24 名

1/8

25 名

1/25or
1/29
3月

青年部会
（参水会）
料理を
楽しむ会
フォークソン
グ愛好会
◎ほのぼの
朗読教室
◎時代小説
を読む会

12/2
12/24

11/26
12/4
12/21
12/15

10 名

1/21
1/26 三浦
富士,武山

未定

URL
http://nerima.wasedainfo.com/golf.htm
http://nerima.wasedainfo.com/wkframe4.htm
http://nerima.wasedainfo.com/ryokouframe1.htm
http://nerima.wasedainfo.com/majon3.htm
http://nerima.wasedainfo.com/igoframe.htm
http://nerima.wasedainfo.com/grmframe1.htm
http://nerima.wasedainfo.com/tnsframe.htm
http://nerima.wasedainfo.com/es18frame.htm
http://nerima.wasedainfo.com/sp2017.htm#1810
http://nerima.wasedainfo.com/karaoke.htm
http://nerima.wasedainfo.com/yamaframe18.htm
http://nerima.wasedainfo.com/photo.htm
http://nerima.wasedainfo.com/pcclub.html
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/mrframe.htm
http://nerima.wasedainfo.com/mrframe.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。
◎はサークル活動としてではなく未来塾として開催されているものです。
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。

４．新春のエポックイベント～参加者募集中のもの
【共通行事】
★新春の集い２０１９
日時；2019 年 2 月 23 日(土)18:30～
場所；産業プラザ CoConeri ホール
西武池袋線練馬駅北口隣接
http://coconeri.jp/access.html
イベント；第一部 講談～神田 陽子講談師
第二部 ポップスジャズ演奏
～midnight cruise tack Ⅱ
with 友里 倖子
参加費；男性 3,000 円、女性 2,000 円
中学生以下無料（お酒持込歓迎）
申込先；neritou@waseda-info.com

★東京都 23 区支部大会
日時；2019 年 3 月 17 日(日)16:00～
場所；リーガロイヤルホテル２F ダイヤモンド
イベント；第一部 講演 森 喜朗元総理大臣
第二部 懇親会（３F ロイヤルホール）
アトラクション～NT ドリーマーズ
参加費；10,000 円
申込先；K-kikitsu@w9.dion.ne.jp (喜々津幹事長)

★未来塾「ほのぼの朗読教室」
日時；2019 年 1 月 25 日(金)、29 日(火)
いずれも１３：３０～１５：３０
注）どちらでもご都合の良い日にご参加が可能

場所；豊玉リサイクルセンター
参加費；500 円(入会金は不要)
テキスト；森鴎外作「高瀬舟」
注）テキストは会場で購入できます（代金は 300 円）

申込先；080-2064-3050（小林

大輔さん）

＊2 月は 22 日(金)、26 日(火)に開催予定。

５．１０～１２月のサークル活動報告(掲載順不同)

多峯主山（10/13）

飯能河原(10/13)

倉岳山(11/17)

宝登山（12/9）

美の山（12/10）

ねりとうで最も活動が活発な「山歩き会」は、毎月のように近隣各地の山
歩きを行っていますが、対象山行は参加者のレベルに合わせて決定し、入
念な事前打ち合わせの下に敢行しております。健脚者向きのコースの参加
者は１０数名程度ですが、一般者向けのコースは女性会員も加わって企画
運営しているため、常に参加者は３０名程度（内女性も約半数）います。
初心者でも参加可能ですのでご関心がある方は是非ご連絡下さい。
１月は、三浦富士・武山行きを予定しております。
詳細はＨＰ（http://nerima.waseda-info.com/yamaframe18.htm）を。
今回の「料理を楽しむ会」は、寒い冬
にちなんで鍋料理。一寸趣向を凝らし
た餃子鍋でした。皆で手分けして材料
を買い出しし、分担作業で手際よく調
理し出来は上々。特にスープの味は抜
群で全員完食。普段あまり調理をしな
い男性もこの日は大活躍。これで一人
当たりの食費は３００円で済んだそう
です。皆さんも是非参加してみられて
は如何ですか。
２０１８．１１．２６
詳細はＨＰ（http://nerima.waseda-info.com/ckframe.htm）をご覧ください。

・

秋季早慶戦 2018.10.27,8

早明ラグビー2018.12.2

「ワセダスポーツを楽しむ会」は秋季早慶戦と早明ラグビー戦を応援に行
きました。早慶戦は、早慶法三つ巴の中連勝すれば優勝という目も合った試
合でしたが残念ながら 1 勝１敗で終わりました。参加者は延べ 18 名でした。
一方、早明ラグビーは 32 名の応援の中 31 対 27 で勝ち抜き、帝京大と同率首
位となり、ラグビー部創設 100 周年の節目に花を添える快挙で、試合後は美
酒に酔いしれました。
新春は１/３に箱根駅伝を馬場先門交差点付近で応援することになっています。
（残念ながら駅伝は惨敗でシード権を失う結果になりました）
詳細はＨＰ（http://nerima.waseda-info.com/sp2017.htm#1810）ご覧下さい。

「エッセイ同好会」は総勢 19 名が
集まって力作を披露、テーマは社会
問題、時事問題から趣味、各人の
想いなど様々。自由に何でも気楽に
語れる場です。ご興味のある方は
是非ご参加ください。次回からは
開催場所はココネリに変わります。
→次回は 2/16（土）14:30 から
２０１８．１２．１５http://nerima.waseda-info.com/es18frame.htm
今回の「歴史ウォーキング部会」は、
江戸時代の建築の宝庫（重要文化財
4 棟あり）と言われる成田山新勝寺
の見学でした。初詣客の混雑を避け
て敢えて 12 月に挙行、お蔭で参加者
１7 名は八巻部長の名解説を聴きな
がらゆっくりと見学が出来ました。
1/5 には日本橋七福神巡り、その次
は 3/23 は青梅梅林見学の予定です。
２０１８．１２．１７http://nerima.waseda-info.com/wkframe4.htm

2018.10.8(ハゼ釣り、荒川放水路)

2018.10.20（イシモチ釣り、金沢八景）

「釣り愛好会」の 10/8 例会には新人若手の池田さんを含めて総勢 8 名が参加、
ボートに乗ってハゼ釣りを堪能しました。好天にも恵まれて全員で 140 尾も
の大漁でした。
その際カサゴかイシモチ釣りをしたいという話となり急遽 10/20 に金沢八景
でオフ会。参加者は 3 名でしたが全員で 36 尾を釣り、30 ㎝近いイシモチも
多く釣れたので皆大満足でした。釣りにご興味にある方は是非ご参加下さい。
会長の松浦さんは釣り竿を自ら手作りされるほどの熟練者。初心者の方も
色々とご指導いただけるので安心してご参加を。
http://nerima.waseda-info.com/fsframe.htm

2018.12.22（於；荻窪）

「麻雀部会」は 12/22 に近隣四地区
（武蔵野・豊島・練馬・杉並）大会
に 6 名の代表選手が参加し、見事に
団体優勝を獲得、個人戦でも小井土
さんが準優勝に入賞されました。
例会は奇数月の最終土曜日、毎回 20
名以上のメンバーが集まっています。
http://nerima.waseda-info.com/majon3.htm

「グルメ会」は珍しく持ちまわり幹事
でイベントを行っているサークル。
今回は、落ち着いた雰囲気のモダン
なお店でフランス料理を堪能。15 名
の参加者で同店自慢のローストビー
フの味は最高でした。次回は未定。
２０１８．１０．１７（於；ＧＩＮＴＯ池袋店） http://nerima.waseda-info.com/grmframe1.htm

６．今後のイベント予定(時系列順に掲載)
【共通イベント】
・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）～トップページ参
照 http://nerima.waseda-info.com/19nyc.htm ＊
・1/25(金)、29(火)13:30～15:30 未来塾「ほのぼの朗読教室」、テキスト「高瀬舟」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)
・2/22(金)26（火）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、講師
小林大輔氏、会費 500 円、申込先 080-2064-3050(小林講師)
・2/23（土）新春の集い２０１９（ココネリホール）＊
・3/17(日)16:00～東京都 23 区支部大会、於；リーガロイヤルホテル、講師：森喜朗元総理、会
費 10,000 円、申込締切 2/15、希望者は喜々津幹事長（K-kikitsu@w9.dion.ne.jp）迄
・3/24（日）練馬こぶしマラソン（光が丘公園）～走路補助員募集(募集は締め切りました)＊
＊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】
・1/3(木)箱根駅伝応援（於；馬場先門）～早稲田スポーツを楽しむ会 http://nerima.wasedainfo.com/spframe2.htm＊
・ 1/5( 土 ) 日 本 橋 七 福 神 巡 り ～ 歴 史 ウ ォ ー キ ン グ 部 http://nerima.wasedainfo.com/hkframe.htm＊
・1/26(土)三浦富士/武山～山歩き会 http://nerima.waseda-info.com/yama2018.htm#112
・3/23（土）青梅梅林～歴史ウォーキング部
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。

・７．何でも情報・投稿コーナー
早稲田学報 1２月号「稲門だより」に練稲サークル活動記事が掲載されました！～山歩き会（尾
瀬ケ原）、早稲田スポーツ（野球早慶戦）、エッセイ同好会、40 回記念総会、NYC 開催案内
・1/10(木)17:00～サークル連絡会議（於；石神井公園区民交流センター）
・ 1/12( 土 ) 第 8 回 早 稲 田 駅 伝 於 ； 葛 西 臨 海 公 園 、 12/17 （ 月 ） 募 集 終 了 、 詳 細 は
http://www.wiz-spo.jp/waseda-ekiden/ をご覧ください。
・1/30(水)19:15～志ん吉の会「文七元結」他、於；赤坂会館６F、入場料 1,800 円（予約 1,500
円）、申込先 090-3693-3274（古今亭志ん吉氏）
・1/30(水)14:00～17:00 公開研究会「エノケンの楽団と舞台・映画・レコード」於；小野記念講堂
・2/10(日)9:00～荒汐部屋稽古見学とちゃんこ、費用 8,000 円、申込先：松本氏 090-3204-4355
・3/27(水)18:45～日本演芸若手研精会、於；日本橋社会教育会館、前売り 1,000 円、古今亭志
ん吉さんが主任を担当する若手落語家の会 https://www.mixyose.jp/wakate/

・８．練稲未来塾情報
練稲未来塾は、練馬稲門会会員有識者による講演会やカルチャーセンター的な講座を開
講し、より文化的な活動を通して会員の活性化および地域貢献を果たしていくことを目
標に 2016 年にスタートしました。
ワンコインで楽しめる講座としてこれまでスポット講座を回、継続講座２講座を開講し
ています。まだご存知でない方もおられるので今回はこのコーナーでご紹介いたします。
【これまで開催されたスポット講座】～開講の都度ＨＰ・メルマガで案内します。
第１回 2016.10.22 「日本の城の謎を解く」
講師：八巻孝夫氏
第２回 2016.11.12 同上
同上
第３回 2017.2.25 「使ってみちゃえ本場の江戸語」
講師：野火迅氏
第４回 2017.5.20 「現役世代にも役立つ終活セミナー」 講師：橋本秋人氏
第５回 2017.7.22 「知っておきたい青年後見制度」
講師；照山忠利氏
第６回 2017.9.16 「キラーストレスから心と体を守る」 講師：熊野宏昭氏
第７回 2017.10.22 「IOT,BigData,AI の正しい理解とビジネス展開」
講師；岡村久和氏
第８回 2017.12.10 「練馬の富士塚と日本の富士塚」
講師；須藤一彦氏
第９回 2018.6.30 「江戸武士の言葉をあなたのボキャに」講師；野火迅氏
第１０回 2018.7.29 「意外に知らない保険の豆知識」
講師；上田靖仁氏
第１１回 2018.9.15 「どうなる？練馬の暮らし？」
講師；福沢剛氏
第１２回 2018.11.4 「あなたのジャッジは？」
講師;片岡康夫氏
【継続講座】
１． ほのぼの朗読教室 講師；小林大輔氏 毎月第四金曜日（予備日第五火曜日）
於；豊玉リサイクルセンター 注）テキスト代 300 円必要
＊次回開催日、お申込み等については４．新春のエポックイベント欄参照
２． 時代小説を読む会 講師；野火迅氏
年 3 回程度 於；レンタルルーム練馬
＊次回の開催は 3 月、テーマは「出世」で課題図書は藤沢周平著「風の果て」、
乙川優三郎著「椿山」、山本周五郎著「長い坂」となっています。

・９．会員寄稿「釣り四方山話３」
第三回「叶津川で拾った仔兎 」

釣り愛好会 部長 松浦康夫

叶津川は、新潟県北部の六十里越え街道の奥にあって、日本海側に流れる渓流です。私の好きだった渓流のひとつで、
在学中も卒業後も何回か通っていました。
卒業後、ある雨後の釣行の折、本流の増水から逃れて小沢に入っていたとき、流れに頭を出した岩の上に、流れて絡まっていた
小枝とともに、ネズミのような小さな動物が濡れそぼって震えているのに気が付きました。近寄ってみますと、まだ
乳離れも出来ていないような、手の平に乗るくらいの小さな野ウサギの赤ちゃんでした。許可無く野生動物を捕獲することは法律で禁じられているのは知っていましたが
、親からはぐれ、増水した沢に流された赤ちゃん兎が生きていけるとは到底思えません。腰に提げた釣りの竹魚籠に放り込んで、家に持ち帰ったのでした。丁度、カミさ
んと婚約した頃の話しです。
最初は、暖めて薄めた牛乳を指先に付けては舐めさせ、それに慣れたら哺乳瓶で吸わせたりして、その努力が実って
大きく育ちました。飼い犬を診に、獣医が家に来た折には、こんなに人間になついた野性の野ウサギは見たことがない、
と驚いていたものです。
二年ほど可愛がって育てていたのですが、とある夏の暑い日、私が外出中に両親も外出し、その時エアコンを止めて
出掛けてしまいました。高地生まれで暑さに弱い野ウサギのこと、私が帰宅した時には、室温３３℃にも達して玄関土間で
息絶えておりました。今になっても悔しく哀しい思い出です。
本来、野ウサギは、夏は褐色の夏毛、冬は雪のように純白の冬毛に生え変わるのですが、暖房の効いた我が家では、一年
中、夏毛のままだったことを覚えています。

・１０．編集後記
昨年 10～12 月の間は諸般の都合により本通信の発刊が出来ず申し訳ありませんでした。そこで今回はこの間
の各サークルの活動を一括して掲載いたしましたのでページ数が多くなっております。掲載できる記事が多い
ということはそれだけ活動が活発であるということで喜ばしい限りです。
また、今回は会員の皆様が稲門会活動に積極的にご参加いただけるように共通行事も掘り下げて紹介させて
いただいております。メルマガ、ＨＰとのリンクもご活用いただいて会員のメリットをご享受いただけますれ
ば幸いです。（ＭＴ）

