
 

 

  

☆東京２３区支部大会はリーガロイヤルで開催！ 

 ～森元総理講演とフォークソング愛好会の出演 

   
 3/17（日）に開催された東京都２３区支部の大会では、森

元総理の 1 時間半にわたる講演を堪能。癌からの奇跡的な復

活秘話からラグビーＷＣ，東京オリンピック、パラリンピッ

クの裏話なまで普段聞けないお話しが満載でした。懇親会で

はアトラクションとしては、ネリトウのフォークソング愛好

会の面々が出演し「岬めぐり」をはじめ全 6 曲を熱唱しまし

た。当日の出席者総数は 324名（内練稲会員は 19名～出演者

数は含まず）でした。 

http://nerima.waseda-info.com/sgframe.htm  
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早慶麻雀大会は練馬稲門会の勝利！  料理を楽しむ会は５種のおかず作りで！ 

2/17（日）に開催された第 17回早慶麻雀大会は、    今回で３０回目を迎えた２/２５（月）は、根菜類、卵、 

個人、団体ともに稲門会が三田会を破り、対戦成績   缶詰を利用し、「きんぴらごぼう」「人参しりしり」「蒟蒻 

を通算 13勝 4敗としました。個人優勝は喜々津さん、  の甘辛煮」「キャベツとツナの和え物」「だし巻き卵」 

第 2位は田辺さんといずれも稲門会が獲得。団体も   の５種のお手軽おかず作りで食費はわずか４００円。 

330点を獲得し圧倒的な勝利に。 4月は伊香保温泉  家庭菜園で採れた野菜の有効活用で、仲間皆での 

での一泊旅行を予定しています。               会食で話も弾みました。 

http://nerima.waseda-info.com/pdf/mjn1902.pdf    http://nerima.waseda-info.com/ckframe.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 3/26 

 

鳩山Ｃ 28名 4/22 
武蔵ＧＣ 

http://nerima.waseda-

info.com/golf.htm  

歴史 W 部会 3/23 

 

駒場公園旧前田

侯爵邸散策 
23名 5/22 予定 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 3/30 来賓館 25名 

 

4/12,13 
伊香保温泉 

http://nerima.waseda-

info.com/pdf/mjn1902.pdf  

囲碁部会 3/16 

 

練馬囲碁クラブ 6 名 4/20 

 

http://nerima.waseda-

info.com/igoframe.htm  

グルメ会 10/17 

 

ＧＩＮＴＯ池袋店

（イタリアン） 

15名 5/15 
（創作中華） 

http://nerima.waseda-

info.com/grmframe1.htm  

テニス部会 3/6 

3/29 

石神井松の風

文化公園 

21名 

 

4/26 

 

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 12名 4/14 早慶

レガッタ 

http://nerima.waseda-

info.com/spframe2.htm 

カラオケ 

部会 

3/18 

 

キララ 20名 4/15 http://nerima.waseda-

info.com/karaoke.htm  

山歩き会 3/13 

 

六国見山～大

平山 

19名 

 

4/27 明神

ケ岳 
http://nerima.waseda-

info.com/yama2019.htm#115 

写真クラブ 3/20 

 

練稲事務所３F 
 

8 名 4/17 http://nerima.waseda-

info.com/photo.htm  

パソコン相談

室 

3/7,14, 

21，28 

チャミー 6 名 4/4,11, 

18,25 

旧パソコン教室は解散。申

込は 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 3/15 

 

鶴川＜山梨上野原＞ 
（イワナ・アヤメ釣り） 

2 名 

 

未定 http://nerima.waseda-

info.com/fsframe.htm 

青年部会 

（参水会） 

3/13 

 
牛蔵 16名 

 

4/24 
（キャベツ畑） 

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 

3/5 

3/17 

生涯学習センター 

リーガロイヤルＨ 
28名 

27名 

4/2 

 

http://nerima.waseda-

info.com/sgframe.htm 

落語を楽し

む会 

3/20 赤坂倶楽部 4 名 4/17 
国立演芸場 

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 3 月 31日現在） 
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 ４．今後のイベント予定 

 

 

・【共通イベント】     

・4/23(火)26（金）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  

・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「ながい坂」、於；レンタルルーム練馬、会費 500円 

・5/18（土）11:30～13:30 バーべキュ―大会、於；豊島園、会費 4000 円、定員 30 名、申込先；

ＦＡＸ03-4243-2759、メール neritou@waseda-info.com 

・7/7（日）第４１回総会、於;ココネリホール 

・8/3（土）納涼花火大会、於；戸田橋花火大会会場 

・10/20（日）稲門祭 

・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】 

・4/12（金）13（土）伊香保温泉麻雀大会～麻雀部会 

・ 4/14 （日 ）早慶レガッタ観戦～ワセダスポーツを楽しむ会、集合場所；申込先；

kojima_tadao@ybb.ne.jp、 Ｆａｘ：03-4243-2759＊ 

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

・4/27（土)明神ケ岳～山歩き会（http://nerima.waseda-info.com/yama2019.htm#115）  

・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 

・5/15（水）18:30～グルメ会、於；龍の翼（創作中華料理店）、会費 7,000円、先着 15名、申込

先；電話 090-7214-9648、mailto:kyas1021@yahoo.co.jp（片岡さん）＊ 

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 4 月号「稲門だより」に練稲サ―クル記事掲載～エッセイ同好会、ワセダスポーツ

を楽しむ会（昨秋の早慶戦、早明ラグビー）、山歩き会（天覧山、多峯主山） 

・4/6（土）4/20（土）まちなかコンサート、於；①北町第二地区区民館②練馬駅北口ペデストリア

ンデッキ、演目；①銀河鉄道９９９など（トリトン）②オーシャンゼリゼなど（金管五重奏） 

・4/16(火)17:30～早稲田狂言の夕べ、於；大隈講堂～申込締切済み 

・4/28（日）14:00～16:30 勤福落語会、主催；大泉落語会、ゲスト；柳家福治、於;勤労福祉会館

（大泉学園駅徒歩 3分）入場料 500 円定員 150名、申込先;03-3923-5511（勤労福祉会館） 

・4/30（火）19:15～赤坂倶楽部 志ん吉の会、演目「品川心中」（初演）、於；赤坂会館６階、予

約１，５００円（当日１，８００円）申込先；志ん吉氏（choit_shinsan@yahoo.co.jp） 

・5/7（火）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

https://www.mixyose.jp/wakate/  

・5/11（土）10:00～、14:00～みどりのカーテン育て方教室、於；石神井公園区民交流センター、

定員各 20名（抽選）、申込先；練馬区みどり労働係、申込締切 4/11 必着（4/1 付区報参照） 

・5/12（日）16:00～おおもり早慶明ＢｉｇＢａｎｄＪａｚｚＦｅｓ．於；大森ベルフォートアトリウム＠2,500 

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

・5/23（木）19:00～おてらくごのススメ、古今亭志ん吉さん出演、演題「金明竹」、於;築地本願寺

ＧＩＮＺＡサロン、料金 1,000 円（要予約）TEL0120-792-0430,ginzasalon@tsukijihonnganji.jp  

・5/24（金）、7/13（土）尾瀬ヶ原探勝、定員各 22名（抽選）、費用 23,000円、申込先；春日町リ

サイクルセンター3926-2501、往復ハガキ又はメール（https://www.nerima-rc.jp/） 

・5/26（日）13:30～16:30 三人会、主催；大泉落語会、於;勤労福祉会館 

・8/6（火）19:15～赤坂倶楽部 志ん吉の会、於；赤坂会館６階、予約１，５００円（当日１，８００

円）申込先；志ん吉氏（choit_shinsan@yahoo.co.jp） 

・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。 
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3 月は「落語を楽しむ会」と「切手同好会」の新サークルがイベントを企画し活動に着手した。しかし、前者サ

ークルの第一回（古今亭志ん吉さんの独演会鑑賞）はトピックス 2 に記載の通り参加者は 4 名と少なかった

が、落語に対する潜在ニーズはありそうなので、当面毎月 1 回面白そうな寄席を探し、ＰＲしてコアメンバー

を徐々に増やせるよう支援していきたい。後者サークルの企画（孫と楽しむ切手教室）は、会員・孫とのカップ

ル参加者がゼロだったため、仕切り直し。発起人と相談し、会員に対しては切手に関する外部主催のイベン

ト情報の提供を行なうとともに、併行して地元貢献として区内の敬老館や児童館などへの出張教室を実施す

る方向で検討を始めることになりました。市場調査をしたところ両者にニーズはありそうである。  

また、これまで築山さんの下で活動してきた「パソコン教室」は諸般の事情で解散するとの報告があり、その

後継としてチャミー（新桜台）で「パソコン相談室」がスタートしています。この他、サークル部会長の交代連絡

があり、「テニス部会」が「菊田勉さん→武田幸雄さん」、「フォークソング愛好会」が「河野省三さん→貞末俊

一さん、（副）土田寿久さん」となりました。（ＭＴ） 

８．編集後記（新設サークルの動向報告他） 

６．トピックス２ 

７．未来塾コーナー 

◎ほのぼの朗読教室（講師；小林大輔さん） 
 ３月の活動～活動日 3/22（金）26（火）、於；豊玉リサイクルセンター 

       参加者総数 40名、テキスト森鴎外「高瀬舟」 

 ３月の活動予定～活動日 4/23（火）26（金）、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「ながい坂」 

◎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） 

 
２月の山歩き会は秩父破風山から満願の湯へ 落語を楽しむ会第一回は  

３月は鎌倉の六国見山から大平山の山行に！ 志ん吉さんの独演会！ 
2/16（土）は 14名の参加者で 3時間、走行距離   ねりとう会員の志ん吉さんが 

8キロの山行。途中熊猪に出会うこともなくゆず園  定期的に開催している研究会 

を抜け 627ｍの山頂へ。下山後は満願の湯で疲れを  を鑑賞。事前の懇親会を含め 

癒しました。                   この日参加者は 4名でした。 

3/13（水）は 19名参加、六国見山、大平山も 150ｍ  次回は、国立演芸場 40周年 

クラスの山だが自然が素晴らしい登山道と展望台から 記念、桂歌丸追善公演鑑賞を 

観る富士山、相模湾眺望を満喫。終着地点の花の寺・ 予定しております。 

瑞泉寺を参拝して山行を終えました。        詳細は追ってメルマガ、ＨＰ 

毎回半数は女性の参加者ですので、自然に触れたい  等でご連絡いたします。 

方は是非一度ご参加を。4月は明神が岳を予定。    

http://nerima.waseda-info.com/yamaframe19.htm   
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