
 

 

  

本年度総会開催日は 7月 7日！ 

～令和初の総会、是非多くの会員の方がご参加を～ 

・開催日 2019年 7月 7日（日）17:30～（受付開始 17:00～） 

・場所   産業プラザ CoConeriホール 

（西武池袋線練馬駅北口隣接） 

・会費   男性 5,000円、女性 3,000円 中学生以下は無料 

・次第  第 1部 総会 17:30～18:00 

     第 2部 落語鑑賞 古今亭志ん吉「厩火事」 

     第 3部 懇親会 18:50～20:20 

＊新入会員向け説明会（15:30～16:30） 

 総会に先行し新入会員向けガイダンスを開催します。 

 校友会のしくみ、大学との関わり、大学校友会組織、  

練馬稲門会組織、活動概要など動画を交え説明予定。 

 現在 8名の参加希望者があります。 

１．総会開催直前情報 

 

２．トピックス１ 

 

                                                               

「山歩きの会」の活動は活発！           春季リーグ六大学野球早慶戦応援観戦！ 

４/２８（日）は明神ヶ岳山行（参加者１３名）、５/１１（土）   「ワセダスポーツを楽しむ会」は、６/１（土）２（日） 

には秩父観音札所巡りの満願達成として３３番「菊水寺」  定例の応援観戦。今期は既に明治の優勝が 

、同４４番「水潜寺」に行ってきました（参加者１２名）。    決まっていたにもかかわらず、２，３位決定戦と 

前者は総歩行距離８．８Ｋｍ、歩行時間約５．５時間、    いうこともあって１回戦は１８名、２回戦は１２名の 

標高差７００ｍの山行、後者はＨ２３年に始めた札所     方が応援に駆けつけました。結果は１勝１敗で２位 

巡りの結願の山行、最後は秩父温泉「満願の湯」で     は逃しましたが、観戦後は恒例通り新宿の青龍で 

疲れをいやし、達成の祝いをしました。           美酒に酔いました。           

http://nerima.waseda-info.com/yamaframe19.htm    http://nerima.waseda-info.com/spframe2.htm 
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         ２０１９年７月 

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

 

編集；練馬稲門会サークル推進チーム 

Mail;neritoucirclesuishin@gmail.com 

 

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


 

サークル名 実施日 実施場所 参加者 次回 URL 

ゴルフ部会 6/１１ こだまＧＣ 26名 

 

7/24 
交流会 

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 9/22 

  

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 5/25 

 

来賓館 28名 

 

7/27 

於メトロ 

http://nerima.waseda-

info.com/pdf/mjn1902.pdf  

囲碁部会 6/15 

 

練馬囲碁クラブ 6 名 7/20 

 

http://nerima.waseda-

info.com/igoframe.htm  

グルメ会 5/15 

 

龍の翼（創作中

華） 

16名 未定 http://nerima.waseda-

info.com/grmframe1.htm  

テニス部会 6/21 

 

石神井松の風

文化公園 

12名 

 

7/9,23 http://nerima.waseda-

info.com/tnsframe.htm  

エッセイ 

同好会 

6/15 

 

石神井公園区

民交流センター 

18名 8/17 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 

未定 http://nerima.waseda-

info.com/spframe2.htm 

カラオケ 

部会 

6/17 キララ 17名 7/15 http://nerima.waseda-

info.com/karaoke.htm  

山歩き会 6/9 

 

御前山 4 名 

 

7/13 
小仏城山 

http://nerima.waseda-

info.com/yamaframe19.htm 

写真クラブ 6/12 ココネリ研修室 
 

7 名 7/31 http://nerima.waseda-

info.com/photo.htm  

パソコン相談

室 

6/6,13, 

20，27 

チャミー 6 名 7/4,11, 

18，25 

申込はメールで
hiratas123@gmail.com 

酒楽会 5/30 稲田屋石神井

公園前店 

20名 

 

7/25 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 

 

未定 http://nerima.waseda-

info.com/fsframe.htm 

青年部会 

（参水会） 

6/5 屋上ビアパーテ

ィ 

21名 

 

未定 http://nerima.waseda-

info.com/seinen.htm 

料理を 

楽しむ会 

6/24 はつらつセンタ

ー豊玉 

13名 9/24 

 

http://nerima.waseda-

info.com/ckframe.htm 

フォークソン

グ愛好会 

6/4 

 

生涯学習センタ

ー 

2４名 

 

7/2 http://nerima.waseda-

info.com/sgframe.htm 

落語を楽し

む会 

6/3 ふれあい広場 6 名 7/18 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 6 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】     

・7/7（日）17:30～20:20第４１回総会＆懇親会、於;産業プラザＣｏＣｏｎｅｒｉホール、会費男性

5,000 円、女性 3,000円、中学生以下無料＊新入会員向けに 15:30 から説明会が開催されま

す。（対象者には事務局から別途連絡済み） 

・7/23（火）27（土）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、

テキスト「耳なし芳一」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 

・7/27(土)16:30～18:00、未来塾「時代小説を読む会」、於；レンタルルーム練馬、テキスト；

滝口康彦「上意討ち心得」、池波正太郎「上意討ち」、藤沢周平「小川のほとり」（短

編集「闇の穴」より）、会費 500円 

・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 http://www.wasedaalumni.jp/tomonsai 

・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】 

・7/13（土）小仏城山、8/4(日)～6(火)鳥海山～山歩き会 

・7/18（木）19:00～古今亭志ん吉大勉強会、於；内幸町ホール、料金 2,000 円～落楽会  

・7/24（水）8/29（木）各 9:00～11:00、交流塾（レッスン会）於；大泉学園ゴルフＣ～ゴルフ部 

・9/22（日）新選組ゆかりの地巡り、11/1（金）横浜散歩～歴史ウオーキング部会 

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 6 月号「稲門だより」に練稲サ―クル記事掲載～ゴルフ部会、エッセイ同好会、ワ

セダスポーツを楽しむ会（箱根駅伝応援観戦）、ニューイヤーコンサート、山歩き会（三浦富

士・武山）。東京都 23区支部大会報告も掲載あり。 

・山下弓子さん (H23 法卒、エッセイ同好会 )短編集「隣の道」を電子出版 (kindle

版 )https://www.amazon.co.jp/dp/B07SM8ZSBX/ref=cm_sw_r_cp_awdb_c_AF6

-CbM2698WQ より無料でダウンロード可。＊ 

・6/1～7/7 毎土・日 20:00～21:00郷土の森蛍の観察会、於；郷土の森緑地、定員各 150名、

申込先；中里郷土の森緑地 3922-3021、往復ハガキ又はＨＰhttp://www.ces-net.jp/nakazato  

・6/23（日）～7/31（水）練馬区商業まつり中元売り出し、抽選賞品；雪・月・花～新演歌三姉妹

（市川由紀乃、丘みどり、杜このみ）コンサート（9/30、於；練馬文化センター）招待他 

・6/30（日）9:15～12:00鵠沼海岸・地引網、主催；藤沢稲門会、会費；大人 2,500 円、中学生以

上 1,500円、小学生 500 円、申込先；メール（fujisawaevent@mail.tomonkai.net/） 

WEB（https://fujisawa.tomonkai.net/）FAX050-3730-7252、TEL080-5404-9328（松

嶋さん）締切日 5/7（金）＊ 

・7/21(日)12:00～中島正信先生を偲ぶ会、於；染谷記念国際会館１Ｆホール、会費

5,000円、問合せ先；村山常三郎氏 03-5684-4455、締め切り 6/末 

・8/1(木)～4(日)10:00～18:00、早稲田大学書道会 70周年記念展、於;北千住駅前「シ

アター1010」ギャラリー、入場無料、問合せ；https://www.tomon-shodo.jp/  

・7/27(土)14:00～松浪千紫さん（Ｈ13．人間科学卒、練稲会員）コンサート、於;近江

楽堂、入場料;3,000円、問合せ先；shaku8yoyaku@gmail.com＊ 

・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。 

・8/22（木）～25（日）早稲田大学演奏旅行 2019 九州（熊本、長崎、佐賀、福岡）・・応援部、ニュ

ーオリンズジャズクラブ、グリークラブ出演 http://www.wasedaalumni.jp/ensou2019 

・9/10（火）13:00～練馬 deべこ吉の会、於；ふれあい広場、木戸銭 1,000 円、問い合わせ先；

志ん吉氏（choit_shinsan@yahoo.co.jp） 

＊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/） 
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本年度総会の開催日 7/7 が目前に迫りました。Ｈ３１．３末現在の会員数は 512 名、前年度の新規加入者

は 51 名となり前々年度比倍増となりました。また、３月に女性会員募集キャンペーンを実施し、18 名もの新

規入会者がありました。今年度から新規入会者の定着化支援の一環としてガイダンスを行うこととし、第一回

目は総会当日に開催する運びとなりました。（本紙 1 頁目参照） 

また、若手会員や会員のご子息、お孫さんなど向けに西東京稲門会が運営している「結婚相談室いなほ会」

への参画もスタートしました。（詳細は http://www.nishitokyo-tomonkai.info/inaho.htm 参照下さい） 

年間開催イベント数も 207 回（内サークル活動 193 回）となっておりますので、本紙の記事を参考にしていた

だき、まだイベントに参加されたことのない会員様は是非一度ご参加してみていただきたく存じます。 

なお、本紙に対するご希望はメールで neritoucirclesuishin@gmail.com までお願いします。（ＭＴ） 

９．編集後記 

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）～申込先は前頁４参照 

 ６月の活動～開催日 6/25（金）又は 28（金） 

於；豊玉リサイクルセンター,参加者総数 40名、 

 ７月の活動予定～開催日 7/23（火）又は 27（土） 

於；豊玉リサイクルセンター 

 テキスト；小泉八雲「耳なし芳一」 

◎時代小説・歴史小説を読む会 
（講師；野火迅さん）～申込先；FAX4243-2759（事務局） 

 第 8回～開催日 4/27（土）於；レンタルルーム練馬 

参加者数 8名 

 第 9回～開催予定日 7/27（土）於；レンタルルーム練馬 

テーマ「上意討ち」,テキスト；滝口康彦「上意討ち心得」 

池波正太郎「上意討ち」、藤沢周平「小川のほとり」 

◎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） 

 

 

 

「料理の楽しむ会」は和定食づくり！ 
6/24（月）のメニューは、焼き魚、味噌汁、漬

物のごく一般的な和定食。ご飯は家庭菜園で採

れた青じそと味噌を使った焼きおにぎり。お米

は本庄滝早稲田産のブランド米を使用。手間か

からない料理だったので参加者 13 名が手分け

して作り 1 時間ほどで料理は完成。食費は一人

当たり 500 円。http://nerima.waseda-

info.com/ckframe.htm  

 

  

「落楽会」練馬 deべこ吉の会を観賞！ 
3月に発足して 3回目の例会は、6/4（火）に

練馬区在住で真打昇格を目指す若手落語家古

今亭志ん吉（練稲会員）と三遊亭美るくの高

座を観賞。落楽会の参加者は 6名だったが、

一般客を含めて総勢 40名もの方が石神井公園

「ふれあい広場」に参集。なかなかの盛況で

した。「酒、笑い、カラオケは百薬の長」今

後月 1回のペースで落語鑑賞会を企画してま

いりますので皆様奮ってご参加下さい。

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

８．注目情報 

 

年賀はがき再抽選見

逃しておられません

か？（切手同好会） 

 

 

 

 

 

 

 
今年は天皇陛下のご即位の関係

でダブルチャンス賞（切手シー

ト）があります。この賞品は希

少価値があるので是非ともチェ

ックをお勧めいたします。 

手続き期限が 10/21迄です。 

お見逃しなく！ 

https://yu-

bin.jp/letters/otoshidama/ch

ance.html  
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