
 

 

☆今年のお花見の会は３/２９に開催！！ 

  春本番、恒例のお花見の会は荻野会長宅のお庭で 

  下記要領により開催されます。 

皆様奮ってご参加ください。 

記 

１． 日時 3 月 29 日（金）11:30～14:30 

２． 場所 石神井台 4-10-3（荻野会長宅） 

石神井台 4 丁目「あたご橋」バス停下車 

（十字路をスーパーライフ反対方向に徒歩 1 分） 

３． アクセス（バス） 

・大泉学園駅南口→上石神井駅、西荻窪駅行 

   ・上石神井駅北口→大泉学園駅、成増行き 

   ・石神井公園駅北口→吉祥寺駅行き 

４． 会費 無料（ご飲食類は各自適宜ご持参下さ

い） 

５． 申込先 FAX03-4232-2759 ＜先着 50 名迄＞ 

Mail:neritou@waseda-info.com 

１．共通行事情報 

 

２．トピックス 

 

                                                                              

1 月の山歩き会は三浦富士から武山へ   ゴルフ部の 1，2 月は交流塾を開催！ 

1/26（土）水仙が咲き誇っている三浦半島へ、総勢     毎年、月例コンぺのない夏冬は大泉 GCでプロの 

22名（内女性 12名）が参加。まずは三浦富士の山頂   レッスンを受ける交流会を開催。１/10（木）、2/27 

に登頂し、富士山は生憎雲に隠れて見えなかったが    （水）には皆、春からのコースでのプレイに備えて 

三浦半島、東京湾、伊豆半島の眺望を満喫。        熱心にショットやスイングの練習に励みました。 

そして砲台山を経て武山へ。武山展望台からの眺め   3 月は 28 日に鳩山 CC、4 月は 22 日に武蔵 OGM 

も最高。武山不動尊をお参りし下山して山行を終了。   でのコンペが予定されています。春が待ち遠しい。 

http://nerima.waseda-info.com/yama2019.htm#113      http://nerima.waseda-info.com/golf.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 2/27 

交流塾 

大泉学園ゴルフ

センター 

20名 3/26 

鳩山Ｃ 

http://nerima.waseda-

info.com/golf.htm  

歴史 W 部会 1/5 日本橋七福神 35名 3/23 
駒場公園 

http://nerima.waseda-

info.com/wkframe4.htm  

旅行部会 昨年

10/29，30 

琵琶湖周辺 

京都史跡 

22名 未定 http://nerima.waseda-

info.com/ryokouframe1.htm 

麻雀部会 2/17 

早慶戦 

来賓館 24名 

 

3/30 http://nerima.waseda-

info.com/majon3.htm  

囲碁部会 2/16 

 

練馬囲碁クラブ 6 名 3/16 

 

http://nerima.waseda-

info.com/igoframe.htm  

グルメ会 10/17 

 

ＧＩＮＴＯ池袋店

（イタリアン） 

15名 未定 http://nerima.waseda-

info.com/grmframe1.htm  

テニス部会 2/1 

2/19 

石神井松の風

文化公園 

22名 

 

3/6 

3/29 

http://nerima.waseda-

info.com/tnsframe.htm  

エッセイ 

同好会 

2/16 

 

ココネリ多目的

室 

16名 4/20 

 

http://nerima.waseda-

info.com/es18frame.htm  

W スポーツ 

楽しむ会 

1/3 

 

箱根駅伝 17名 4/14 早

慶レガッタ 

http://nerima.waseda-

info.com/spframe2.htm 

カラオケ 

部会 

2/18 キララ 12名 3/18 

 

http://nerima.waseda-

info.com/karaoke.htm  

山歩き会 2/16 

 

破風山 14名 

 

3/13 
 

http://nerima.waseda-

info.com/yama2019.htm#113 

写真クラブ 1/16 練稲事務所３F 
 

10名 3/20 

 

http://nerima.waseda-

info.com/photo.htm  
パソコンカフェ 

（ＰＣ相談室） 
2/,7,14,21,

28 

チャミー 6 名 3/7,14,

21，28 

旧パソコン教室は解散。 

申込 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 2/25～26 大門川（イワナ・

ヤマメ釣り） 

2 名 

 

3/下旬 
金沢八景 

http://nerima.waseda-

info.com/fsframe.htm 

青年部会 

（参水会） 

1/30 
(合同開催) 

中野ツイテル老

舗熟成肉 

8 名 

(22名) 

３/13 

牛蔵 
http://nerima.waseda-

info.com/seinen.htm 

料理を 

楽しむ会 

2/25 

 

はつらつセンタ

ー豊玉 

11名 4/22 http://nerima.waseda-

info.com/ckframe.htm 

フォークソン

グ愛好会 

2/5 

2/19 

生涯学習センター 

指導者貞末氏宅 
25名 

26名 

3/5 

(3/17) 

http://nerima.waseda-

info.com/sgframe.htm 

◎ほのぼの

朗読教室 

2/22,26 豊玉リサイクル

センター 

25名 3/22，

26 

http://nerima.waseda-

info.com/pdf/mri1901.pdf  

◎時代小説

を読む会 

12/15 レンタルルーム

練馬 

10名 

 

4/27 http://nerima.waseda-

info.com/mr2016.htm#1901 
＊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。 

 

３．各サークルの活動状況（2019年 2 月 28日現在） 
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 ４．今後のイベント予定 

 

 

・【共通イベント】     

・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、満席（募集終了）、イベントとしてフォークソング愛好会も出演。 

・3/22(金)26（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 )        

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

・3/24（日）練馬こぶしマラソン（光が丘公園）～ねりとうより走路補助員参加(募集は締切)＊ 

・4/27(土)16:30～未来塾「時代小説を読む会」、課題図書：藤沢周平「風の果て」、乙川優一郎

「椿山」、山本周五郎「長い坂」、於；レンタルルーム練馬、会費 500円 

＊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】 

・3/13(水)六国見山から大平山～山歩き会・・・参加者募集終了 

・3/13(水)19:00～青年部会(参水会)、於；富士見台 焼肉問屋 牛蔵 

・3/20（水）19：15 志ん吉さん落語鑑賞会「厩火事」、於；赤坂会館～落語を楽しむ会、懇親食

事会は 17：30～於；赤坂食堂、申込先；サークル推進チーム（neritoucirclesuishin@gmail.com）

＊独演会鑑賞のみの参加も可能です。詳細は 6．トピックス欄をご参照下さい。

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

・3/23（土）駒場公園（旧前田侯爵邸と日本近代文学館）～歴史ウォーキング部、申込先藤澤

氏（mssh.fjsw@gmail.com、090-4391-7665）、申込締切 3/16都合により行き先変更＊ 

・3/26(火)鳩山ＣＣ、4/22(月)武蔵ＯＧＭ、5/15(水)越生ＧＣ、6/11(火)こだまＧＣ～ゴルフ部 

・3/31（日）14：00～「孫と楽しむ切手教室」、於；石神井公園区民交流センター～切手同好会、

申込先；サークル推進チーム neritoucirclesuishin@gmail.com、FAX；事務局 03-4243-2759（詳

細は 6．トピックス欄参照） 

・4/12（金）13（土）伊香保温泉麻雀大会～麻雀部会 

・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 

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。 

５．何でも情報・投稿コーナー 

 

 

・1/26～3/17、9:00～18;00 特別展「激動の幕末 in 練馬」於ふるさと文化館(石神井公園)一般

300 円、高・大学生 200 円、65～74 歳 150 円、中学生以下・75 歳以上無料、TEL3996-4060 こ

の他に 2/17(日 )、3/17(日 )いずれも 14:00～、には講演会があります。参加費は無料。

https://www.neribun.or.jp/event/detail_f.cgi?id=201811011541052838  

・3/4(月)～10(日)坂本成さん（Ｓ43理工卒）油絵展、於；練馬文化ホール 2Ｆギャラリー 

・3/24（日）13:30～16:30 大泉落語研究会「楽善亭善楽・遊子家悲志・二人会」於；練馬区立勤

労福祉会館（大泉学園駅徒歩 3分）、入場無料、定員 60 名（予約不要） 

・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/  

・3/30(土)、31(日)ねりま光が丘チェリーブロッサムフェスタ 2019、於;光が丘公園、音楽・ダンス

ステージ・スポーツコーナー・模擬店出店など、主催；練馬光が丘地域活性化ＰＪ実行員会 

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

・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 

http://nerima.waseda-info.com/mrframe.htm
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新たなサークル活動が少しずつ動き始めました。落楽会立上げ準備で企画した大泉落語会

はプロ顔負けの高座で鑑賞者は皆堪能、鑑賞後の立上げ懇親会には５名の参加者があり、

今後の活動方針を打合せ、４，５月の予定を決め、早速、メルマガや HP で PR していくこと

になりました。切手同好会もまずは「孫と楽しむ切手教室」の開催を決定、希望者を募ること

になりました。その一方で現行サークルの中に解散したり運営方法を再検討するところも出

始めております。時代の変化とともに会員平均年齢の上昇や嗜好の変化などもあり、それに

よってサークル活動が変質していくのもやむを得ないかもしれないと考えている昨今です。

各サークルが抱えている問題解決に我がチームもご支援出来ればと考えております。MT 

 

 

８．編集後記 

６．トピックス２（新規サークル企画） 

７．未来塾コーナー 

                  孫と楽しむ切手教室開講！ 

                    １．日時  3 月 31 日（日）14：00～16：00 

                    ２．場所  石神井公園区民交流センター３F 

                                             http://www.nerimatatemonoshakujii.jp 

                                        ３．対象者 ねりとう会員とそのお孫さん 

                          親子での参加でも可（5 組迄） 

                    ４．講師  公益財団法人日本郵趣協会 

                          稲門フィラテリー会員 

                    ５．参加料 一組につき 500 円 

                    ６．申込先 neritoucirclesuishin@gmail.com 

                                                    FAX の場合は 03-4243-2759 

                                        ７．主催  切手同好会（設立発起人） 

----------------------------------------------------------------------------------- 

古今亭志ん吉さん独演会鑑賞会へのお誘い！ 
・           １．日時 ３月２０日（水）19：15～21：30（開場 19：00） 

             ２．場所 赤坂会館６F「赤坂倶楽部」港区赤坂 2-13-5 

                     http://akasakakaikan.com/kotu.html  
            ３．演題 「厩火事」（初演） 

            ４．費用 予約 1,500 円（当日 1,800 円） 

           ＜事前懇談会食会＞ 

           １．日時  ３月２０日（水）17：30～19：00 

           ２．場所  赤坂食堂 gen 港区赤坂 2-13-4（赤坂会館隣） 

            ３．費用  実費（3,000 円程度） 

            ４．主催   落語を楽しむ会（落楽会）            

５．申込先 neritoucirclesuishin@gmail.com 
                電話申し込みは 090-1425-3664（土屋）迄  

 ＊独演会鑑賞のみの参加も可。お申し込み時には必ず両方の出欠をご連絡下さい。 

               ＵＲＬhttp://nerima.waseda-info.com/rakugo.htm 

◎ほのぼの朗読教室（講師；小林大輔さん） 
 ２月の活動～活動日 2/22（金）26（火）、於；豊玉リサイクルセンター 

       参加者総数 25名、テキスト森鴎外「高瀬舟」 

 ３月の活動予定～活動日 3/22（金）26（火）、於；豊玉リサイクルセンター 

      テキスト森鴎外「高瀬舟」～4月までは継続使用予定 

◎時代小説を読む会（講師；野火迅さん） 
 第 7回～開催日昨年 12/15（土）於；レンタルルーム練馬、参加者総数 11名、 

     テキスト滝口康彦「異聞浪人記」藤沢周平「証拠人」「竹光始末」 

 第 8回～開催予定日 4/27（土）於；レンタルルーム練馬 

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

◎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） 
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