
 

 

      

第 41回総会は盛況裡に終了！ 

7/7（日）にココネリホールで開催された本年度総会は、会員、

来賓、現役学生を合わせて１３３名が参集、熱気あふれた総

会となりました。 

第一部は、2018 年度事業報告、   

会計報告、監査報告の承認に次

いで 2019 年度事業計画、予算案

が満場一致で承認されました。 

第二部は当会若手会員で新鋭落

語家の古今亭志ん吉さんの高座

鑑賞、短時間で創作落語と古典

落語を演じられ堪能しました。 

第三部の懇親会では現役応援部

学生によるアトラクション、人生劇

場（セリフ入り）のパフォーマンスも

あり盛り上がりました。 

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

１．総会開催報告 

 

２．トピックス１ 

 
                                             

 

 

 

 

                                  

             

「麻雀部会」は今月から例会会場変更！       2連続エイジシュート達成者誕生！ 

従来使用していたお店が閉店となったため、7/27に    「ゴルフ部会」の上半期は 4回のコースでの月例 

開催した例会は新宿西口のお店となりました。        競技と 2回の交流塾（プロのコーチレッスン）、 

参加者は 24名と引き続き高人気。8/18(日)には練馬    杉並稲門会とのゴルフ懇親会を開催しました。 

早慶麻雀大会、8/24(土)は近隣 4 地区麻雀大会が     4，5月の月例コンペでは中島晴喜さんが 2 か月 

予定されています。なお,次回の例会は 9/27(金)開催     連続でエイジシュートを達成するという快挙があり 

予定です。吾と思わん方は是非ご参加下さい。        ました。なお、現在 11/7 に開催される校友会ゴル 

女流雀士も大歓迎です。                      フ大会(於；久邇ＣＣ)の参加者募集中です。         

http://nerima.waseda-info.com/majon3.htm     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 7/24 
交流会 

大泉学園ゴルフ

クラブ 

17名 

 

8/29 

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 7/27 

 

麻雀メトロ 24名 

 

8/18 早慶 

8/24 地区 
http://nerima.waseda-

info.com/pdf/mjn1902.pdf  

囲碁部会 7/20 

 

練馬囲碁クラブ 6 名 8/21 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 7/9,23 石神井松の風

文化公園 

20名 

 

8/23 http://nerima.waseda-

info.com/tnsframe.htm  

エッセイ 

同好会 

6/15 

 

ココネリ多目的

室 

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 

7/15 キララ 15名 8/19 http://nerima.waseda-

info.com/karaoke.htm  

山歩き会 7/13 

 

小仏城山 22名 

 

8/4～6 

鳥海山 
http://nerima.waseda-

info.com/yamaframe19.htm 

写真クラブ 7/31 ココネリ研修室 
 

7 名 9/23～25

（写真展） 
http://nerima.waseda-

info.com/photo.htm  

パソコン相談

室 

7/4,11, 

18，25 

チャミー 6 名 8/1,8，

15，22,29 

申込はメールで
hiratas123@gmail.com 

酒楽会 7/25 稲田屋石神井

公園前店 

22名 

 

9/26 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 

7/2 生涯学習センタ

ー 

23名 

 

8/13 http://nerima.waseda-

info.com/sgframe.htm 

落語を楽し

む会 

7/18 内幸町ホール 7 名 8/8 

 

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 7 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】  

・8/3（土）納涼花火大会、於；戸田橋花火大会会場～定員となり申込締切り＊ 

・8/13（火）20（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、

テキスト「私の愛する子供へ」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 

・9/1（日）15:30～於；区役所西庁舎９F会議室、未来塾、講師；安田真人氏（S59 政経卒）、テ

ーマ「ワールドカップラグビー2019 と早稲田ラグビーを語る」、参加費；500 円、申込先メール：

neritou@waseda-info.com、FAX：03-4243-2759＊ 

・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】 

・8/4(日 )～6(火 )鳥海山、9/14（土）二ツ山・愛宕山～山歩き会 http://nerima.waseda-

info.com/yama2019.htm#119  

・8/8(木)18:00～六大学落語会鑑賞、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～落楽会～満席により申込み締め切り 

・8/29（木）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 

・9/10（火）13:00～練馬 deべこ吉の会、於；ふれあい広場、参加費 1,000 円～落楽会、申込

先；メール neritourakurakukai@gmail.com 、FAX03-4243-2759、TEL090-1425-3664（土屋） 

・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 

・9/23（月）～25（水）写真展、於；練馬文化センター～写真クラブ 

・9/26（木）西武園ゴルフクラブ、10/24（木）高坂カントリークラブ、11/19（火）入間カントリー倶

楽部、12/4（火）日本カントリークラブ～ゴルフ部会 

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 

 

 

・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/  

・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） 

・8/22（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 

・9/18（水）、20（金）、21(土)、22（日）、23（月）～WURIT（Ｗｏｒｌｄ Ｕｎｉｖｅｒｃｉｔｙ Ｒｕｇｂｙ 

Invitation Ｔｏｕｒnaｍｅｎｔ）2019日本大会、於；上井草グランド・横河電機グランド・明治安田

生命グランド、参加チーム；早稲田・オクスフォード・シドニー・シベリア連邦・ケープタウン・

ＵＢＣ・ＮＺＵ・ボルドー、 https://www.wurit2019.com/schedule-and-results  

・9/1(日)、8(日)、15(日)区民体育大会バレーボール、於；光が丘体育館、費用;1チ

ーム 1,000円、申込先；練馬区バレーボール連盟、申込期限；8/20(火) 

・9/15(日)、22(日)、29(日)区民体育大会バスケットボール、於;総合体育館、

10/6(日)於；中村南スポーツ交流センター、申込先；練馬区バスケットボール連

盟、申込期限；8/9(金) 

・9/29(日)、10/6(日)区民体育大会硬式テニス、於；土支田庭球場 or夏の雲公園庭球

場、10/13(日) 夏の雲公園庭球場、費用 1組 1,500円、申込先;練馬区体育協会、申

込期限 8/22(木) 

・11/10(日)国民体育大会空手道、於；光が丘体育館、費用 2,800円、申込先；練馬区

空手道連盟、申込期限;8/21(水) 

・10/5（土）6（日）9:00～陸上競技記録会、区民体育大会（陸上）、於；練馬総合運動公園、内

容；トラック競技、フィールド競技、費用；一般 1,000 円、高校生 800 円、小中学生 700 円、

リレー1 チーム 1,500円、申込先；体育館 orスポーツ振興課（区役所）、期限；8/15（木） 

・11/23（土）14:00～ラグビー早慶戦、於；秩父宮ラグビー場、＠3,000～定員で申込締切済 
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7 月は中旬まで天候が不順で雨続きでしたが、後半梅雨明けから猛暑の毎日、皆様体調管理にくれぐれも

お気を付けください。このような天候の中でも各サークルの活動は相変わらず活発。紙面ではご報告できま

せんでしたが、釣り愛好会は松浦会長が検査入院で不在の中、6/29 に石松さんがシロギス釣りを企画され

5 名がエントリー、しかし、当日の天候悪化や集合途上でタクシーと接触事故に遭われた方などがあり、予約

していた船に乗船できたのは 1 名だけでした。それでも石松さんはお一人で大活躍、シロギス釣りに先行し

て行われたタコ釣りは大漁だったようです。自ら釣り竿、釣り具の製作をされるほど釣り名人の松浦会長も 9

月にはお元気で活動にご参加されると伺っております。釣り船の予約は大変ですので釣りが趣味の方、また

興味のお持ちの方は是非ご参加ください。8 月は、猛暑といよいよ台風シーズンが到来します。各サークル

の皆様はくれぐれも無理をされず活動に励まれますように。（ＭＴ） 

８．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） 

 ７月の活動～開催日 7/23（火）、27（土） 

於；豊玉リサイクルセンター,参加者総数 40名、 

 ８月の活動予定～開催日 8/13（火）又は 20（火）13:30～ 

於；豊玉リサイクルセンター、会費 500円～申込先は前頁４参照 

テキスト「私の愛する子供へ」（10月まで使用） 

◎時代小説・歴史小説を読む会（講師；野火迅さん） 

 第 9回～開催日 7/27（土）於；レンタルルーム練馬 

参加者数 11名、テーマ；上意討ち 

 第 10回～開催予定日 11月中（土）於；レンタルルーム練馬 

テキスト；未定 、会費 500円～申込先；FAX4243-2759（事務局） 

◎スポット講座～申込先；FAX4243-2759（事務局） 
 第 12回～開催日昨年 11/4 （講師；片岡康夫さん） 

テーマ「貴方のジャッジは？」於；サンライフ練馬  

＜第 13回～開催決定＞ 

・開催日時 9月 1日（日）15:30～（開場 15:15） 

・テーマ「ＷＣラグビー2019 と早稲田ラグビーを語る」 
・講師；安田真人氏（Ｓ59 年政経学部卒、現早大高等学院ラグビー部強化委員長） 

 ・開催場所；練馬区役所西庁舎９F 会議室 

・会費 500 円 終了後有志による懇親会開催予定 

・申込方法  メール；neritou@waseda-info.com 

              ＦＡＸ；０３－４２４３－２７５９ 

  注）申込時には氏名、連絡先を明記すること 

 ＊＊9 月にはＷＵＲＩＴも開催されます。皆さん奮ってご参加ください。＊＊ 

 

 

 

 

「山歩きの会」は健脚向きコースも！ 
6/9(日)は奥多摩の御前山に登山。走行距離

9.5 ㎞、歩行時間約 6時間のコース。天候の

関係で 1日ずらしての登山で参加者は健脚

者 4 名。終日雨に降られかなり厳しい登山と

なったが無事に下山。鳥海山登山(8/4～6)前

の良いトレーニングになった模様。 

7/13(土)は 22名の参加で日蔭沢林道から

いろはの森コースを抜けて小仏城山山頂

へ、その後高尾山山頂直下を抜けて高尾山

口迄下山する走行距離 11.6㎞、歩行時間

4.5時間のコース。終盤霧雨となったもの

の予定より 1時間以上早い解散となった。 

http://nerima.waseda-

info.com/yama2019.htm#118  
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