
 

 

        

                  

 

 

 

☆稲門祭は晴天に恵まれ盛況裡に終了☆ 

  10/20（日）、稲門祭（ホームカミングディ）は新たに竣工した早稲田アリ

ーナで記念式典が開催（左上写真）されました。田中総長の式辞では

2032 年（創設 150 年）に「世界トップクラスの早稲田」を目指したビジョン

のお話があり、次いで卒業 50 年目の代表として弘兼憲史氏が在学当時

の思い出話を披露、その後校友会代表幹事萬代晃氏（1969 卒）から

1,400ある稲門会現況活動状況の報告後、校歌斉唱で幕となりました。                      

我が練馬稲門会が大隈庭園に出店した模擬店での手造りパンは完売、

ブースに多くの校友が集まってこられ親交が深められました。（真中写真） 

また、原田さん、片岡さんが中心となり、ペガーボール体験会（右上写

真）を開催、身障者も含めて多数の子供たちの参加がありました。 

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

 

  

         

 

 

１．稲門祭開催情報 

 

２．トピックス１（参加者募集中） 

 
                                             

                                             

 

 

 

                                  

「酒楽会」は酒好きの方の集まり！      「カラオケ部会」１２月は忘年パーティ開催！ 

楽しい会合です。トラ姫も是非ご参加ください。    １２月は定例会員以外の方の参加も歓迎です。 

＊次回開催日時；１１月２８日（木）17:00～19:00    ＊12月開催日時；１２月２２日（日）14:00～17:00 

＊開催場所； 「稲田屋石神井公園店 」         ＊開催場所；「だいこんの華」（上記２年前の写真） 

          （西武池袋線石神井公園下車）            （西武池袋線・大江戸線練馬駅下車） 

＊会   費；  税込み 4，000円（飲み放題付き）   ＊会  費； 税込み 4,000円（飲み放題付き） 

＊申込方法；メール kojiyuji2_0314@yahoo.co.jp ＊申込方法；メール tr-watanabe@jcom.zaq.ne.jp 

電話 090-5795-1144（飯島さん） ＊申込締切； １２月１４日（土） 

＊申込締切； １１月２２日（金）             ＊今回は古今亭志ん吉さんをお呼びしています。 
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ねりとうサークル通信第１７号 
         ２０１９年１１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 

 

 

★9/22開催見送りとなった「新撰組ゆかりの日野を歩く」は 12/14開催です★

★★ 
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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 10/24 

 

高坂カントリークラ

ブ 
30名 

 

11/19 

（入間Ｃ） 

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 11/１, 

12/14 

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 9/27 麻雀メトロ 24名 

 

11/29 

 

http://nerima.waseda-

info.com/pdf/mjn1902.pdf  

囲碁部会 10/19 生涯学習センタ

ー（豊島交流戦） 

6 名 11/16 

 

http://nerima.waseda-

info.com/igoframe.htm  

グルメ会 10/31 居酒屋レストラ

ンつよし 

19名 未定 http://nerima.waseda-

info.com/grmframe1.htm  

テニス部会 10/１～

3,22，29 

ベルデ軽井沢 
松の風文化公園 

13名 

18名 

11/5,29 http://nerima.waseda-

info.com/tnsframe.htm  

エッセイ 

同好会 

10/19 石神井公園区

民交流センター 

17名 12/21 
生涯学習Ｃ 

http://nerima.waseda-

info.com/es19frame.htm  

Wスポーツ 

楽しむ会 

10/26 箱根駅伝予選

会 

7 名 11/3 

12/1 

http://nerima.waseda-

info.com/spframe2.htm 

カラオケ 

部会 

10/21 キララ 22名 11/18 http://nerima.waseda-

info.com/karaoke.htm  

山歩き会 8/4～6 

 

鳥海山 15名 

 

11/16 
龍崖山 

http://nerima.waseda-

info.com/yamaframe19.htm 

写真クラブ 10/10 ココネリ研修室 8 名 11/21 http://nerima.waseda-

info.com/photo.htm  

パソコン相談

室 

10/3,10, 

17,24,31 

チャミー 6 名 11/7,14, 

21,28 

申込はメールで
hiratas123@gmail.com 

酒楽会 9/26 稲田屋石神井

公園前店 

17名 

 

11/28 

 

http://nerima.waseda-

info.com/srkframe.htm  

釣り愛好会 10/6 

 

江戸川 

（ハゼ釣り） 

4 名 

 

11/3,4,23 
（シロギス or カ

サゴ） 

http://nerima.waseda-

info.com/fsframe.htm 

青年部会 

（参水会） 

9/18 大人の隠家 

翔太郎 

1１名 

 

12/5 
旬彩せきみ 

http://nerima.waseda-

info.com/seinen.htm 

料理を 

楽しむ会 

9/23 

 

はつらつセンタ

ー豊玉 

7 名 11/11 
生涯学習Ｃ 

http://nerima.waseda-

info.com/ckframe.htm 

フォークソン

グ愛好会 

10/1 生涯学習センタ

ー 

25名 

 

11/5 

12/3 

http://nerima.waseda-

info.com/sgframe.htm 

落語を楽し

む会 

10/17 

 

赤坂倶楽部 

（志ん吉の会） 

5 名 11/26 
こくさん落語会 

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 10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】  

・11/22（金）、26（火）13:30～15:30、未来塾「ほのぼの朗読教室」発表会、朗読代表者 10名、

於；豊玉リサイクルセンター、テキスト「さっちゃんの魔法の手」「雪女」、会費 500円、申込先

080-2064-3050(小林講師) http://nerima.waseda-info.com/mrframe.htm 

・2020/1/18（土）17:00～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】 

・11/16（土）能仁寺から龍崖山、・12/8（日）9（月）仙元山から比企丘陵～山歩き会 

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

・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 

・11/26（火）16:00～こくさん落語会、於；国産自動車４階会議室、無料～落楽会、定員 15名 

（人数集まり次第締め切り）申込先；メール neritourakurakukai@gmail.com 、FAX03-03-4243-

2759、TEL090-1425-3664（土屋） 

・12/3（火）13:00～練馬 deべこ吉の会～落楽会、於；ふれあい広場、会費 1,000円、申込先；

メール neritourakurakukai@gmail.com 、FAX03-03-4243-2759、TEL090-1425-3664（土屋） 

・12/14（土）13:00 集合、「新撰組の日野を歩く」～歴史ウオーキング部会、申込先；

mssh.fjsw@gmail.com、090-4391-7665（藤澤さん）、申込締切；12/7（土）、会費;500円 

  ＊9/22開催予定のイベントの天候不順による順延開催分。 

   http://nerima.waseda-info.com/wkframe4.htm  

・12/22（日）14:00～、忘年カラオケ大会、於；だいこんの華（練馬区役所近く）、会費；4,000円、

申込先；メール tr-watanabe@jcom.zaq.ne.jp（渡辺さん）TEL090-1425-3664（土屋） 

・1/23（木）16:00～こくさん落語会、於；国産自動車４階会議室、無料～落楽会、申込先；メー

ル neritourakurakukai@gmail.com 、FAX03-03-4243-2759、TEL090-1425-3664（土屋） 

注）申込先に記載のないイベントへの参加申込者はＨＰ記載の各部担当者宛お申込みを。 

＊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 

 

 

・11/2（土）～12/25（水）10:00～17:00、舞台体験、於；大学演劇博物館、入館料無料 

・11/9（土）15:00～20:30ねりまランタンフェスティバル、於;平成つつじ公園、入場無料 

・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) 

・11/14（木）～12/24（火）10:00～17:00、人形劇展示会、於；大学演劇博物館、入館料無料 

・11/16（土）11:30～15:00、婚活バーベキュー大会、於；小金井公園、参加費 5,000円、申込

先；０９０－８３１7－１３０３（いなほ会事務局）、メール；aogatta@yahoo.co.jp 締切 11／5 

・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 

・11/23（土）14:00～16:00、ぺガ―ボール体験会、於；サンライフ練馬、定員 15組、対象者；主

に知的障害のある小中学生と保護者、申込先；090-3234-5584（原田さん） 

・1/25（土）13:30～、1/26（日）10:00～第 7回全日本ポップス＆ジャズバンドグランプリ大会、

於；練馬文化センター大ホール、入場料;3,000円（全席自由）＊ 

・2/11（祝）15:00～、アートブレイキーのすべて、於；練馬文化センタ―小ホール、入場料 3,000

円（全席指定）＊ 

・2/14（金）19:00～、練馬区演奏家協会コンサート、於;大泉学園ゆめりあホール、入場料

1,000 円（全席指定）＊ 

・2/16（日）14:00～無声映画上映会、於；大泉学園ゆめりあホール入場料 2,000円（全席指定） 

・3/7（土）13:30～、16:00～、ワンコイン・コンサート、於；大泉学園ゆめりあホール、入場料 500

円（全席指定）＊ 

・3/15（日）練間交響楽団ミュージック・サミット、於；練馬文化センター大ホール、入場料 1,000

円（全席自由）＊ 

＊は練馬区文化振興協会主催、予約、チケット購入の開始時期、場所については練馬区報

11/1 号、メール https://www.neribun.or.jp 参照。 
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今年は異常気象で大雨が多く、１０月は特に河川の氾濫などで関東、上信越地区では甚大

な被害がでました。山歩き会や歴史ウォーキングなどではサークル活動が中止になるものま

で出ています。災いはいつわが身に降りかかるかもしれないので身近な問題として改めて防

災マップの確認や自らの防災対策もしておく必要性を感じました。 

その一方 10/22 には令和天皇の即位の礼が行われ、国内外の要人が 2,000 名近く参列、

天皇陛下御就任のお祝いの儀式を目の当たりに見ることが出来ました。また、平安時代を

思わせる古代ゆかしき衣装に身をまとった皇族等のお姿を拝見し、日本の歴史、伝統の重

みを痛感させられる一時でした。 

そして、年 1 回の大学の稲門祭（ホームカミングディ）が 10/20 に行われ、私も式典に出席し

てきました。田中総長のご式辞の中で述べられた大学創設 150 年に向けた大学運営の抱

負（日本の早稲田ではなく「世界の早稲田」に向けたビジョン）を聴き、我が稲門会でも後輩

に対して同様な貢献ができるか考える必要があると思いました。（ＭＴ） 

８．編集後記 

６．トピックス２（１０月開催報告） 

７．未来塾コーナー 

◎ほのぼの朗読教室（講師；小林大輔さん） 

 10 月の活動～開催日 10/25（金）、29（火）於；豊玉リサイクルセンター,参加者総数 40 名 

 11 月の活動予定～開催予定日 11/22（金）又は 26（火）13:30～15:00 

於；豊玉リサイクルセンター、会費 500 円～申込先 080-2064-3050(小林講師) 

テキスト「私の愛する子供へ」 

◎時代小説・歴史小説を読む会（講師；野火迅さん） 

 第 10 回～開催日 11/2（土）16:30～18:00 於；レンタルルーム練馬、テーマ；江戸の医術 

テキスト山本周五郎著「赤ひげ診療譚」（新潮文庫）、参加者 8 名 

第 11 回～開催予定日 未定、テキスト宮部みゆき著「ぼんくら」（講談社文庫）、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 13 回～開催日時 9/1（日）15:30～講師；安田真人氏、於；練馬区役所西庁舎９F 会議室、 

テーマ「ＷＣラグビー2019 と早稲田ラグビーを語る」  

第 14 回～未定 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  江戸川河口でのハゼ釣りは大漁！   「テニス部会」はベルデ軽井沢で合宿 
 「釣り愛好会」は、10/6（日）に江戸川   恒例の合宿は台風シーズンを外し 

河口で、船宿で借りた 5人乗りの大型ボート 10/1（火）～3（木）の 3日間、新人 3 

でハゼ釣りを敢行。参加者は僅か４名で   名を含めて 13 名参加で実施。お蔭様で 

雨宿りをしながらではあったが、80 尾程   晴天にも恵まれ、皆、テニスを満喫。 

の釣果に。釣ったハゼは天麩羅にしたり、  ワンポイントレッスンや対抗戦形式の 

唐揚げ南蛮漬けにするなど調理も楽しみ。  ゲームなどで白熱したプレーも見られた。 

釣り初心者の方もベテランの太公望が懇切  例会は毎月 1 回ないし 2回、松の風文化 

丁寧に教えてくれるので奮ってご参加を。  公園で行っています。 
http://nerima.waseda-info.com/fsframe.htm  http://nerima.waseda-info.com/tnsframe.htm  
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