
 

設立 40 周年記念総会開催日（７/15）迫る！ 

～サークル加入相談者受付コーナーも開設されます～ 

・開催日 2018 年 7月 15日（日） 総会・懇親会 15:30～19:30 

   ＊総会受付は 14:00～     展示会・イベント 13:00～17:30 

・場所 産業プラザ CoConeriホール（西武池袋線練馬駅北口隣接） 

・懇親会会費 会員 3,000円、同伴者 2,000 円 中学生以下は無料 

＊総会ブース  第一部 定例総会 

           第二部 ミニコンサート～早稲オケ、津軽三味線 

           第三部 懇親会 アトラクション～NT ドリーマーズ他 

＊展示会ブース 各サークル展示、会員作品展（絵画、水彩画、版画、 

書道、仏像、写真、陶器）、動画映写など 

 ◎銘酒試飲イベント開催（16:45～17:30）参加費 500 円～酒好きの方注目 

詳細は HP http://nerima.waseda-info.com/pdf/18soukai.pdf 参照 

 

１．総会開催直前情報 

 

２．トピックス１（5月活動分より） 

 
                             

                                              

 

 

 

                             

 

 

 

釣り好きの方は積極参加を～        歴史ウォーキング部の 5月例会は 

５月はカサゴ釣りとイシモチ釣りを実施！            都内三大庭園巡り！ 

 釣り愛好会は参加者の都合で平日、日曜と 2日に    総勢 35名の参加者を得て 5／26に行われた例会 

分けて行われました。参加者が少ないと船も仕立て    は六義園・旧古河庭園・小石川後楽園を巡っての 

られません。皆様の積極参加を希望します。         ウォーキングでした。次回例会は 9月開催です。 

（http://nerima.waseda-info.com/fsframe.htm）      八巻部長の資料と名解説は勉強になりますよ。 
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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 6/13 

 

武蔵野の杜

C 

36名 7/26 
（交流塾） 

http://nerima.waseda-

info.com/golf.htm  

歴史 W 部会 5/26 都内３庭園

散策 

35名 9/22 
品川台場 

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 5/26 

 

来賓館 24名 7/28 

 

http://nerima.waseda-

info.com/majon3.htm  

囲碁部会 6/16 

 

練馬囲碁ク

ラブ 

9 名 7/21 

 

http://nerima.waseda-

info.com/igoframe.htm  

グルメ会 5/23 

 

イタリア料理

店 

21名 未定 

 

http://nerima.waseda-

info.com/grmframe1.htm 

テニス部会 6/8 

6/22 

石神井松の

風文化公園 

9 名 

16名 

7/25 http://nerima.waseda-

info.com/tnsframe.htm  

エッセイ 

同好会 

6/16 ニチリョク 

セミナーR 

18名 8/18 

 

http://nerima.waseda-

info.com/es18frame.htm  

W スポーツ 

楽しむ会 

6/2，3 

 

早慶戦 17名 10/末 

早慶戦 

http://nerima.waseda-

info.com/sp2017.htm#1802 

カラオケ 

部会 

6/18 

 

キララ 16名 7/16 

 

http://nerima.waseda-

info.com/karaoke.htm  

山歩き会 6/2  

6/30  

尾瀬 

霧降高原 
24名 

15名 

7/29～31 

赤岳 

http://nerima.waseda-

info.com/yama2018.htm#105 

写真クラブ 6/20 

 

練稲事務所

３F 

9 名 7/18 

 

http://nerima.waseda-

info.com/photo.htm  

パソコン 

教室 

6/7，

14,21,28 

練稲事務所

３F 

6 名 7/5,12、

19，26 

http://nerima.waseda-

info.com/pcclub.html 
ティータイム 

コンサート 
6/20 チャミー 22名 

 

未定 http://nerima.waseda-

info.com/ttcframe1.htm  

酒楽会 5/31 

 

稲田屋石神

井公園前店 

19名 7/26 

 

http://nerima.waseda-

info.com/srkframe.htm  

釣り愛好会 6/13 

6/28 

黒目川 

都磯川 

3 名 

5 名 

7 月 

（日未定） 
http://nerima.waseda-

info.com/fsframe.htm  

青年部会 

（参水会） 

6/20 

 

ピッターレ 
(伊レストラン) 

8 名 9/19 http://nerima.waseda-

info.com/seinen.htm  

料理を 

楽しむ会 

6/25 

 

はつらつセン

ター豊玉 

10名 9/24 

 

http://nerima.waseda-

info.com/ckframe.htm  

陶芸を 

楽しむ会 

6/4 練稲事務所

３F 

10名 7/2 http://nerima.waseda-

info.com/tougeiframe.htm  

フォークソン

グ愛好会 

6/5 

6/19 

生涯学習ｾﾝﾀｰ 

桜台自治会館 
21名 

20名 

7/3 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 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】 
7/15（日）40周年記念総会（ココネリホール）http://nerima.waseda-info.com/pdf/18soukai.pdf  

7/28（土）16:00時代小説を読む会（講師；野火 迅氏）が開催されます。 

7/29（日）15:00未来塾第 10回開講「意外に知らない保険の豆知識」（講師：上田靖仁氏）＊ 

8/4（土）予定・納涼花火大会（戸田橋花火大会場）～新宿稲門会と合同 

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）～走路補助員募集 

＊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】 

7/29（日）～31（火）赤岳他～山歩き会 http://nerima.waseda-info.com/yamaframe18.htm 

8/22（水）大野山～山歩き会 http://nerima.waseda-info.com/yamaframe18.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)参照下さい。 

５．何でも情報・投稿コーナー 

 

 

・練稲プレス No.008 号発刊 6/７（全会員宛郵送済み）～40周年記念 ESSEYが掲載されました

（小井戸有治氏 S36 卒、加藤順一氏 S37 卒、木村光宏氏 S37 卒、横山正雄氏 S387 卒、関口

嗣男氏 S39卒、関博之氏 S41卒、築山哲氏 S41卒、石崎淳朗氏賛助会員・医師） 

・早稲田学報 6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（赤城山・黒檜山・地獄岳）、箱根駅伝復路応援観戦 

 ＊イベント開催案内(P．104)には、40周年記念総会の案内記事が掲載されています。 

・早稲田川柳コンテスト「私とワセダ」（募集 6/1～8/10） http://www.wasedaalumni.jp/senryu 

・ 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/ 

・7/7（土）早慶サッカー定期戦（男・女）（於等々力陸上競技場）＊ 

・7/21（土）18:00 NPO 法人江戸城天守を再建する会練馬支部大会（ココネリ３F）支

部長：松本誠氏、幹事:小林大輔氏 懇親会費＠4,000、申込先 090-3204-4355松本氏 

・7/30（月）18:30 演劇博物館開館 90 周年記念「高麗屋三代襲名スペシャルトーク」

(於大隈大講堂、入場料無料、先着 1,000名) http://www.waseda.jp/enpaku/ 

・8/4(土)中央寮歌祭(於京王プラザホテル)http://www.ryouka.org 定員 500名 

・8/31(金)古今亭志ん吉氏大勉強会（於;日本橋劇場、前売り＠2,000） 

・早稲田大学地方演奏旅行開催～8/18（沼津）8/19（浜松）8/20（名古屋）応援部、ハイソ、ニュ

ーオリ出演 http://www.wasedaalumni.jp/ensou2018 

・10/14（日）17:00～練馬薪能（於石神井松の風文化公園）定員 692 名（＠6000＠4,000＠2,000

＠1,000）狂言＜野村万作、萬斎＞能＜梅若万三郎、紀長＞詳細はねりま区報 6/11号参照 

＊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。 
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6 月は古今亭志ん吉さん（2002 年卒）が出られた六大学落語会の高座拝聴と野火迅さん（1979 年卒）の未

来塾「江戸武士の言葉」を受講してきました。志ん吉さんは 2010 年二ッ目に昇進され創作落語を得意とし、

今年は「早稲田の隠れたチアガール（ベアーズ）」の話で他大学の定番落語とは一味違った噺でした。野火

迅さんは江戸文学に造詣が深く、雑誌の編集者から作家に転向され、江戸文化の研究家として著書も起草

されておられる方です。未来塾でのご講演は今回で３回目。他に歴史小説を読む会も主宰されておられま

す。いずれの方も我が練馬稲門会員です。これからも皆様で応援していきましょう。（MT） 

 

 

８．編集後記 

 

６．トピックス２（5，6月活動分より） 

７．特報～2011年卒練稲会員上田氏（30歳）が未来塾講師に！ 
・開催日時  ７月２９日（日）１５：００～（１４：３０開場）      ・参加費  ５００円 

・開催場所  サンライフ練馬（中村橋駅北口徒歩 3分、練馬区立美術館隣接） 

         http://sunlifenerima.sakura.ne.jp/index.html 

・テーマ  「意外に知らない保険の豆知識」・・持病があっても入れる・次世代に渡す保険の話しもあります 

・申込先   練馬稲門会事務局（FAX03-4243-2759、メール neritou@waseda-info.com ） 

 

 

 

 

 

春のグルメ会はイタリア料理を堪能 

～窯でさーっと焼いたピッザは最高 
今回は、ミシュランガイドにも掲載された「ピッシェ

リ・アダアオキ・タッポスト」を貸し切って、新規入

会者を含めた 21名が参加し、本場ナポリのピッ

ザに舌鼓を打ちました。 

グルメ会幹事は持ち回りで開催しています。 

食通の方、おいしお店を是非ご紹介下さい。 

http://nerima.waseda-info.com/grmframe1.htm 

 

 

 

 

今回の早稲田スポーツは早慶戦応援 

～一回戦敗北も二回戦は大勝！ 
6/2，3は 5位に低迷していたにもかかわらず延べ

15名の方が連日の高温にもかかわらず懸命に応

援。その甲斐あって何とか 4位で今シーズンを終え

ることができました。 

三大スポーツ以外に 4月は早慶レガッタも応援に行

きました。皆さんも是非母校応援をお願いします。 

http://nerima.waseda-info.com/spframe2.htm 

 

5 月の山行は雨巻四山の八十八坂巡

り～急登、岩場、沢登などを満喫！ 
天候不順な中、総勢 23 名（女性 13 名、男性 10名）

が参加、コースの大部分がうねり細く長く伸びている

ので３班に分かれて行動。雨巻山頂の新鮮な空気と

太陽の恵み、整備された山道、美しい渓流など里山

の魅力も十分堪能できた一日でした。

http://nerima.waseda-info.com/yama2018.htm#105 
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