
 

練馬稲門会では創設 40周年を迎え、この度抜本的な組織改正を行うこ

とになり、この 4月から新体制が稼働しております。これを受けて事務局

と新体制で誕生したサークル推進チーム、広報チーム、HP管理者との

連携の下で会員相互間の情報共有が図れるように、この５月からサーク

ル通信を発刊することになりました。 

 

本通信は、サークルからの発信情報が中心となるため、サークル推進チ

ームが編集を担当いたしますが、サークルに参加しておられない会員の

皆様からのご意見、ご要望も積極的に取り入れていきたいと思います。 

 

なお、発信はメルマガによるものを原則としますが、サークル例会での

紙ベースの配布や希望者には年間 1,000円（郵送料）で郵送配布も検

討しております。ご意見、ご要望がございましたら neritoucirclesuishin＠

gmail.comまでお願いします。 
                       サークル推進チーム 

                       リーダー   土屋 正孝 

                       サブリーダー 平野 和邦 

 

１．サークル通信発刊にあたって 
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山歩き会の４月の山行は山梨百名山棚横手山から甲州高尾山へ！ 

天候が不順の中、女性 11名、男性 12名計 23名が一人の落ちこぼれもなく歩行時間 5時間、 

総行程１０Kmの甲州路を踏破した。大小の滝、山中の各種の薬師堂、モミ、ツガも自然林、 

ミツバツツジの群生地を眺めながら棚横手山山頂に登頂。富士山を眺めながら次には甲州 

高尾山に登頂。下山後は天空の湯で反省会。大自然を堪能した一日でした。 

詳細は、HP（ http://nerima.waseda-info.com/yama2018.htm#104 ）をご覧ください。 
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ねりとうサークル通信創刊号 
         ２０１８年５月 

                     練馬稲門会サークル推進チーム    

 

＊５月は益子の里雨巻四山八十八

坂巡り、６月は尾瀬ヶ原散策が予定さ

れています。 

（紹介 URL は今後のイベント予定欄

をご参照下さい） 

 

＊左側の写真は棚横手山山頂にて

撮影したもの 

 

 

http://nerima.waseda-info.com/yama2018.htm#104


サークル名 実施日 実施場所 参加者 次回 URL 

ゴルフ部会 4/20 武蔵松山 C 31名 5/25 

高坂 C 

http://nerima.waseda-

info.com/golf.htm  

歴史 W 部会 4/11 江の島弁財

天 

25名 5/26 http://nerima.waseda-

info.com/wkframe4.htm  

旅行部会 昨年

6/25,6 

琵琶湖周辺 

京都史跡 

22名 未定 http://nerima.waseda-

info.com/ryokouframe1.htm 

麻雀部会 4/28  来賓館 32名 5/26 

 

http://nerima.waseda-

info.com/majon3.htm  

囲碁部会 4/21 練馬囲碁ク

ラブ 

10名 5/19 

 

http://nerima.waseda-

info.com/igoframe.htm  

グルメ会 昨年 

10/25 

気楽な器 19名 5/23 

（満席） 

http://nerima.waseda-

info.com/grmframe1.htm  

テニス部会 4/27 石神井松の

風文化公園 

18名 5/11 

 

http://nerima.waseda-

info.com/tnsframe.htm  

エッセイ 

同好会 

4/21 ニチリョク 

セミナーR 

17名 6/16 http://nerima.waseda-

info.com/es18frame.htm  

W スポーツ 

楽しむ会 

4/22 

 

早慶レガッタ 8 名 6/2，3 

早慶戦 

http://nerima.waseda-

info.com/sp2017.htm#1802 

カラオケ 

部会 

4/16 キララ 22名 5/21 http://nerima.waseda-

info.com/karaoke.htm  

山歩き会 4/14 

（4/22） 

棚横手山、 

甲州高尾山 

23名 5/19 http://nerima.waseda-

info.com/yamaframe18.htm 

写真クラブ 4/18 練稲事務所

３F 

5 名 5/16 http://nerima.waseda-

info.com/photo.htm  

パソコン 

教室 

4/5, 

12,19,26 

練稲事務所

３F  

7 名 5/10, 

17,24,31 

http://nerima.waseda-

info.com/pcclub.html 
ティータイムコ

ンサート 
1/17 

 

チャミー 25名 

 

6/20 

 

http://nerima.waseda-

info.com/ttcframe1.htm  

酒楽会 2/22 

 

稲田屋石神

井公園前店 

17名 5/31 

 

http://nerima.waseda-

info.com/srkframe.htm  

釣り愛好会 昨年

11/15 

江戸川 

（ハゼ釣り） 

3 名 

 

5/20,25 
金沢八景 

http://nerima.waseda-

info.com/fsframe.htm  

青年部会 

（参水会） 

4/18 ハルタ 10名 6/20 

 

http://nerima.waseda-

info.com/seinen.htm  

料理を 

楽しむ会 

4/23 はつらつセン

ター豊玉 

13名 6/25 

 

http://nerima.waseda-

info.com/ckframe.htm  

陶芸を 

楽しむ会 

4/2 練稲事務所

３F 

7 名 5/7,6/4 http://nerima.waseda-

info.com/tougeiframe.htm  

フォークソン

グ愛好会 

4/3 練馬区立生

涯学習ｾﾝﾀｰ 

25名 

 

5/1,15 http://nerima.waseda-

info.com/sgframe.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（neritoucirlesuishin＠gmail.com）宛ご連絡下さい。 

３．各サークルの活動状況（2018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】 

5/12（土）バーベキュー大会（若洲海浜公園）＊ 

6/30（土）未来塾第 9回開講「江戸武士の言葉をあなたのボキャに」（講師；野火 迅氏）＊ 

7/15（日）40周年記念総会（ココネリホール） 

7/28（土）未来塾・時代小説を読む会（講師；野火 迅氏）が開催されます。 

8/4（土）予定・納涼花火大会（戸田橋花火大会場） 

10/21（日）稲門祭（早稲田大学）http://www.wasedaalumni.jp/tomonsai 

1/19（土）ニューイヤーコンサート（練馬文化センター） 

2/23（土）新春の集い２０１９（ココネリホール） 

3/24（日）練馬こぶしマラソン（光が丘公園） 

＊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

（http://waseda-info.com/melmaga/） 

【サークルイベント】 

5/19 （ 土 ） 益 子の里雨巻四山八十八坂巡 り～山歩き会 http://nerima.waseda-

info.com/yamaframe18.htm 

5/23（水）グルメ会（イタリア料理店「ピッシェリアダ・アオキ・タッポスト」）～満席 

5/31(木)酒楽会（稲田屋石神井公園店）http://nerima.waseda-info.com/srkframe.htm  

6/2（土）尾瀬ヶ原散策～山歩き会 http://nerima.waseda-info.com/yamaframe18.htm 

6/2（土），3（日） 早慶戦応援観戦（神宮球場）http://nerima.waseda-info.com/spframe2.htm 

＊参加希望者は HP（上記 URL）記載の各連絡先にお申し込みください。 

＊＊イベント月別スケジュールは HP(http://nerima.waseda-info.com/sche7.cgi)に掲載されて

おります。 

 

５．何でも情報・投稿コーナー 

 

 

・3/17（土）に 23区連合支部大会が開催されました。 

・早稲田大学キャンパス正門横に 3/20に「早稲田大学歴史館」がオープンされました！ 

・3/25（日）練馬こぶしマラソンのボランティア活動に会員 26名が参加しました。 

・ 3/30 （金 ）に荻野会長宅でお花見の会が開催されました。 http://nerima.waseda-

info.com/hmframe.htm 

・早稲田学報 4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（弘法山、十国峠）ワセダスポーツを楽しむ会、早明ラグビー観戦、エッセイ部会 

・4/26（木）に故石川正利様（S48政経卒、3/21ご逝去）を偲ぶ会が開催されました。 

・5/10（木）13:00～14:30 校友会支援講座「早稲田大学校歌の由来」が開催されます。 

～於大隈記念大講堂、事前申し込みは不要です。 

・6/28（木）18:00から六大学落語会（於国立演芸場）～古今亭志ん吉さんが出演されます。 

・ 7/7（土）早慶バスケットボール定期戦（於大田区総合体育館） http://www.waseda-

basketball.com/ 
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先日、68歳で亡くなられた石川正利様を偲ぶ会に出席してきました。同氏は本部主催、サ

ークル主催のイベント参加の常連で事務局の一員としても活動され、会社ご退職後はまさ

に練馬稲門会に全精力を投入し貢献して来られた方です。これを反映してか当日の出席

者は 49名、皆様から数々のエピソードもお伺いいたしました。それにしても 60 代で亡くな

られるのは早すぎる。私は彼より歳上ではありますが少しでも皆様のお役に立てるよう精

一杯頑張ってまいります。何卒ご支援の程よろしくお願い申し上げます。（土屋） 

 

８．編集後記 

 

６．稲門祭グッズ購入のお願い 

本年の稲門祭の日程が決まり、その際販売されるグッズの事前販売も始まりました。 

練馬稲門会にも販売要請（割り当て）がございますので、現役学生の奨学金支援のため

にもご購入をお願いいたします。 

商品説明は（http://www.wasedaalumni.jp/tomonsai/souvenir.html）参照下さい。 

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

 

 

 

  

 

ウィンドジャケット  有田焼オリジナル小鉢    ネクタイ 

￥10.000－       ￥10,000－        ￥4,000 

 

 

 

 

 

 

オリジナルコロン    扇子         歯ブラシ（3色 3本） 

￥4,000－        ￥2,000－      ￥2,000－ 

 

 

 

 

 

 

 

多機能ボールペン  今治タオルハンカチ（2 枚） ゴルフボール（6 個） 

￥2,000－        ￥2,000－       ￥2,000－ 

   

 

   

７．原稿投稿のお願い 
本通信では、サークルの皆様からの以下のテーマの原稿を募集します。 

ご参加サークルのＰＲのために奮ってご投稿いただきますようお願い申し上げます。 

・サークル紹介・・日常活動状況を紹介願い、新規参加者増強にご活用下さい。 

・各サークル関連情報・・会員の皆様の参考になる情報をお寄せください。 

 掲載事例～レシピ紹介（料理を楽しむ会）、練馬のいい店紹介（グルメ会）、釣りの妙味（釣り愛好会）など 
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