
 

事業・会計報告、役員改選決議がなされました！ 

～参加者は来賓者、学生応援者も含め 175名に～ 

定例総会は、福澤副会長の司会進行で荻野会長の挨拶に始まり、報告

事項、審議事項は異議なく全会一致で承認されました。 

その後ミニコンサート（ワセオケ、津軽三味線演奏）を堪能し、荻野会長と

小林顧問で練稲 40 年を振り返った特別トークが行われてから懇親会に、こ

の間、会場の一端では酒楽会主催の試飲イベントも行われました。来賓挨

拶、乾杯のあとは懇談会食、そして恒例となった NT ドリーマーズ（フォーク

ソング同好会）の出演イベント。最後は校歌斉唱で中締めとなりました。 

総会に先行して開催された展示会もサークル活動の写真展示の他、会

員作品（絵画、水彩画、版画、書道、仏像、写真、陶器、自家製釣り道具な

ど）の展示も。また、切手同好会稲門会の協賛展示として「早稲田ゆかりの

著名人書簡（大隈重信公他 11名）」も公開されました。 

＊総会報告 HPhttp://nerima.waseda-info.com/soukai.htm をご覧下さい。 

＊サークル展示写真（抜粋）は最終頁に掲載、新役員は総会会報に掲載。 

＊総会動画は https://www.youtube.com/watch?v=w4MXrnesRT0 に。 

１．40周年記念総会開催報告 

 

２．トピックス 

 

                                                                                  

今回はハマグリ料理に舌鼓～        水芭蕉やショウジョウバカマの群生地 

男性も積極的に厨房に入りましょう！               尾瀬ヶ原を歩く！ 

料理を楽しむ会は今回で 27回目、皆様のレパート   山歩き会は 6/2には尾瀬ヶ原、6/30には霧降の滝 

リーもかなり増えました。和気藹々と皆で話をしな    から天空回廊へ。前者は 24名（内女性 9名）後者は 

がら苦労して調理し、出来上がった後皆で食べる    15名（同 7名）の参加。女性が企画段階から積極参加 

楽しさは経験しないと判りませんよ。            する楽しい山歩きも。なお、7月は赤岳山行でした。 

http://nerima.waseda-info.com/ckframe.htm      http://nerima.waseda-info.com/yama2018.htm#106 
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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 7/26 
（交流塾） 

学園ゴルフ

センター 

16名 8/9 
（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 10/29，

30 

http://nerima.waseda-

info.com/ryokouframe1.htm 

麻雀部会 7/28 

 

来賓館 24名 8/18 

8/25 

http://nerima.waseda-

info.com/majon3.htm  

囲碁部会 7/21 

 

練馬囲碁ク

ラブ 

6 名 8/18 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 7/25 石神井松の

風文化公園 

13名 

 

8/21 

 

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 

7/16 

 

キララ 10名 8/20 http://nerima.waseda-

info.com/karaoke.htm  

山歩き会 7/29～31  

 
赤岳 20名 

 

8/22 

大野山 

http://nerima.waseda-

info.com/yama2018.htm#106 

写真クラブ 7/18 

 

練稲事務所

３F 

6 名 9/19 http://nerima.waseda-

info.com/photo.htm  

パソコン 

教室 

7/5,12、

19，26 

練稲事務所

３F 

6 名 9/6,13, 

20，27 

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 7/26 稲田屋石神

井公園前店 

19名 9/27 

 

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 

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 

7/2 練稲事務所

３F 

8 名 9/3 新規会員募集受付停止中 

フォークソン

グ愛好会 

7/3 

7/15 

貞末様宅 
練稲総会出演 

23名 

 

8/7 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（neritoucirclesuishin@gmail.com ）宛ご連絡下さい。 

３．各サークルの活動状況（2018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】 
8/4（土）納涼花火大会（戸田橋花火大会場）～新宿稲門会と合同＊定員充足で募集打ち切り 

9/15(土)第 11回未来塾（於；サンライフ練馬）講師；福沢剛氏（練稲副会長、H5 政経卒） 

10/21（日）稲門祭（早稲田大学）http://www.wasedaalumni.jp/tomonsai 

1/19（土）17:00～ニューイヤーコンサート（於；練馬文化センター大ホール） 

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/） 

【サークルイベント】 

8/18（土）練馬早慶麻雀大会、8/25（土）近隣 4地区麻雀大会～麻雀部会 

8/22（水）大野山～山歩き会 http://nerima.waseda-info.com/yama2018.htm#107 

9/20（木）日本カントリークラブ、10/16（火）高麗川カントリークラブ～ゴルフ部会 

9/30（日）茶臼岳、朝日岳～山歩き会 http://nerima.waseda-info.com/yama2018.htm#108 

10/29（月）～30（火）１泊旅行（宿泊地;城崎温泉を予定、訪問先；大阪城、竹田城址、姫路城）

～旅行部会と歴史ウォーキング部会の共同開催、八巻部長の名解説付きです（7．特報参照） 

11/1（木）大学校友会ゴルフ大会（於；久慈カントリークラブ）～ゴルフ部会 

11/8（木）清澄ゴルフ倶楽部、12/5（水）入間川カントリークラブ～ゴルフ部 

＊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。 

 ゴルフ部は、場所予約の都合上、お申込みいただいても参加できない場合があります。 

＊＊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 

 

 

・早稲田学報８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（伊予ヶ岳、秩父札所巡り）、エッセー部会、ゴルフ部会（交流塾）、お花見の会 

・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 

・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 

・8/29（水）9：30～11：30「相続・遺産分割に関するセミナー」講師ジブラルタ生命島田雅彦氏

（於；ココネリ研修室、無料）定員 30 名、申込先：倉地利史子様（練稲会員）090-6199-9067  

＊参加者には「エンディングノート」が進呈されます。 

・8/17（金）、9/17（祝）ペガーボール無料体験会(於；サンライフ練馬体育室)、担当；原田(会員) 

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

https://www.mixyose.jp/mix/ 

・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 

・早稲田スポーツフェスタ開催～9/17(月/敬老の日)10:00～16:00 於早稲田大学東伏見キャン

パス https://www.waseda.jp/inst/athletic  

・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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     ゴルフ部会            山歩き会 

   
   陶芸を楽しむ会            麻雀部会 

     
   料理を楽しむ会          歴史ウォーキング部会                                   

7/29 に開催された若手会員上田氏（31 歳、2011 卒）の未来塾講演を聴いてきました。人生 100 年時代を生

き抜くための知恵、特に定年後の充実したセカンドライフを送るための準備（身体の健康とお金の健康）を若

いうちからしておく大切さを訴える若者の姿に頼もしさを感じました。また、三つの生き方（生き方、活き方、

逝き方）に備えようということ等、高齢者のみならず現役世代の皆様にも是非聴いて欲しい話しでした。（MT） 

 

 

 

８．編集後記 

６．40周年記念サークル展示会風景 

７．特報～歴史探索旅行企画のご案内 

◎本年度旅行企画決定！ 

 ・日程；10 月 29 日（月）、30 日（火）の 1 泊旅行（JR新大阪駅集合、姫路駅解散）   

 ・訪問先；大阪城、竹田城址、姫路城   ・宿泊予定地；城崎温泉 

 ・主催；旅行部会、歴史ウォーキング部会共同開催    

・申込先；mssh.fisw@gmail.com, 090-4391-7665(藤澤氏) 

 ・申込期限；9 月 30 日  ＊ご夫婦・ご家族の同伴参加も歓迎です。 

 ＊詳細は HP http://nerima.waseda-info.com/ryokouframe1.htm をご覧ください。 
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