
 

 

稲門祭（ホームカミングデー）は１０/２１(日)開催！ 

◎第 53回ホームカミングデー記念式典（於；大隈講堂）10:30～11:30 

 ・卒業後 45年目、50年目の抽選申込当選者のみ会場入場可 

 ・同上当選者以外、非申込者、ご家族等～3号館(301,302教室) 

 ・卒業後 35年目の方～8号館(106教室)・・・申込期限 10/5 

 ・卒業後 25年目の方～14号館（201教室）・・・申込期限 10/5 

 ・卒業後 15年目の方～3号館（402教室）・・・申込期限 10/5 

 ・それ以外の年次の方～3号館（401教室） 

◎イベントスケジュール（校友会ＨＰ参照）  

http://www.wasedaalumni.jp/tomonsai/tomonsai-timetable.html 

  注）練馬稲門会は例年通り大隈庭園に出店(パンの販売)します。 

 事務局で酒類(無料)を用意しておりますのでお立ち寄下さい。 

   大隈庭園で開催されるイベント～カントリーミュージックライブ、  

フラダンス、キッズチアリーディング、タップダンス、稲門音楽祭 

   ｃｆ）出店場所はメルマガの添付ファイルをご参照ください 

＊早稲田学報 10月号Ｐ４５，６にはドリンク券(無料)もありますよ。 

のあ 

 

 

１．稲門祭情報 

 

２．トピックス 

 

                                                                              

麻雀部会は、練馬早慶戦、4地区大会   テニス部会は、杉並稲門会と合同で 

（杉並・豊島・武蔵野・練馬）に参加！              軽井沢での夏合宿！ 

8月は 18，25日と恒例の他流試合に臨みました。    9/4（火）～6（木）は恒例の 2泊 3日の夏合宿。 

早慶団体戦は 7連勝ならず、通算 12勝 4敗に。    台風の影響で初日は室内コートでしたが、2，3日目は 

4地区大会は豊島が 1位で練馬は 3位に。       晴天の屋外コートでプレーを満喫。 

例会は奇数月最終土曜です。奮ってご参加を。     他に例会も 9/11（光が丘）、14（石神井）にて開催。 

http://nerima.waseda-info.com/majon3.htm         http://nerima.waseda-info.com/tnsframe.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 9/20 日本カントリー

クラブ 

29名 10/16 http://nerima.waseda-

info.com/golf.htm  

歴史 W部

会 

9/22 

 

品川台場 
レインボーブリッジ 

35名 未定 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 9/22 

 

来賓館 24名 

 

11/24 http://nerima.waseda-

info.com/majon3.htm  

囲碁部会 9/15 練馬囲碁クラブ 6 名 10/20 http://nerima.waseda-

info.com/igoframe.htm  

グルメ会 5/23 

 

イタリア料理店 21名 10/17 
イタリアン 

http://nerima.waseda-

info.com/grmframe1.htm  

テニス部会 9/4～6 

9/14，18 

ベルデ軽井沢 

光が丘、松の風 

14名 

 

10/16, 

19 

http://nerima.waseda-

info.com/tnsframe.htm  

エッセイ 

同好会 

8/18 

 

練稲事務所３F １８名 10/27 

 

http://nerima.waseda-

info.com/es18frame.htm  

W スポーツ 

楽しむ会 

6/2，3 

 

早慶戦 17名 10/27，28 

早慶戦 

http://nerima.waseda-

info.com/spframe2.htm 

カラオケ 

部会 

9/17 キララ 16名 10/15 http://nerima.waseda-

info.com/karaoke.htm  

山歩き会 8/22 
(9/30 中止) 

大野山 
（茶臼・朝日岳中止） 

15名 

 

10/14 
天覧山他 

http://nerima.waseda-

info.com/yama2018.htm#106 

写真クラブ 9/19 

9/28～30 

練稲事務所３F 
練馬文化センター 

10名 10/24 

 

http://nerima.waseda-

info.com/photo.htm  

パソコン 

教室 

9/6,13, 

20，27 

練稲事務所３F 6 名 10/4,11,

18,25 

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 

 

――― 会場の都合により活動停止 

酒楽会 9/27 

 

稲田屋石神井

公園前店 

23名 11/29 http://nerima.waseda-

info.com/srkframe.htm  

釣り愛好会 6/13 

6/28 

黒目川 

都幾川 

3 名 

5 名 

10/8 
ハゼ釣り 

http://nerima.waseda-

info.com/fsframe.htm  

青年部会 

（参水会） 

9/19 ハルタ 
(伊レストラン) 

10名 12月 

企画中 

http://nerima.waseda-

info.com/seinen.htm  

料理を 

楽しむ会 

9/24 

 

はつらつセンタ

ー豊玉 

11名 11/26 http://nerima.waseda-

info.com/ckframe.htm  

陶芸を 

楽しむ会 

9/3 練稲事務所３F 8 名 10/1 

 

11月例会で活動停止予定 

フォークソ

ング愛好会 

9/4 

 

生涯学習センタ

ー 

24名 

 

10/2 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 9 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】     

・10/13（土）16:00～未来塾「歴史小説を読む会」講師野火迅氏、於；レンタルルーム練馬 課

題図書；藤沢周平著「密謀上・下」（文春文庫）＊ 

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

・11/4(日)16:15～未来塾第 12回「裁判員裁判」、講師片岡康夫氏、於；サンライフ練馬＊ 

・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】 

・ 10/14(日 )天覧山、多峯主山、 11/18(日 )倉岳山～山歩き会 http://nerima.waseda-

info.com/yamaframe18.htm＊  

・10/16（火）高麗川カントリークラブ、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＊ 

・10/17（水）18:00～グルメ会、於；ＧＩＮＴＯ池袋店（イタリアン）、会費 6,000 円、定員 20 名、幹

事熊倉氏、090-9811-9690、kumakura@gaea.ocn.ne.jp ＊ 

・10/27(土)２８(日)早慶戦(野球)応援、12/2(日)早明ラグビー観戦～早稲田スポーツを楽しむ

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

・10/29（月）～30（火）１泊旅行（宿泊地;城崎温泉、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、好評の八巻部長の名解説付きです。

http://nerima.waseda-info.com/ryokouframe1.htm＊ 

・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＊ 

・12/24（月・祝）16:00～ねりとう忘年カラオケ大会（於；練馬区交流会場～練馬区役所２０F）・・

後記８．忘年(カラオケ大会)開催予告参照 

＊印参加希望者はＨＰ記載の各部担当者宛お申込み下さい。 

 ５．何でも情報・投稿コーナー 

 

 

・早稲田学報 10 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（棚

横手山から甲州高尾山、雨巻四山）、早稲田スポーツ（早慶レガッタ）、エッセイ、バーベキュー 

・10/13（土）13:00～14:45 講演会「大隈重信～民意と統治の相克～」於；大隈小講堂、無料

https://waseda.box.com/s/j1hog2m5lk88zf3uxug329jlz5p53ysm 

・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 

・10/21（日）10:00～16:00第 41回練馬まつり（於；豊島園）http://www.nerima-matsuri.com/  

・10/26（金）～28（日）石渡明雄氏（Ｓ31理工卒）木版画展（於；練馬文化センターギャラリー） 

・10/27(土)15:00～16:00 杉浦千畝物語オペラ公演、無料、於；にいざほっとぷらざ、主宰；新座

稲門会、連絡先;伊藤雅夫氏０９０－４４３０－１０２９、itohmasao@hotmail.com  

・10/28(日)所沢キャンパス祭 https://tokosai.net/ （西武池袋線小手指駅から無料送迎バス） 

・11/3(土),4(日)両日とも 10:00～17:00早稲田祭(於；戸山キャンパス) https://wasedasai.net/  

・11/27（火）18:30～20:30 日本演芸若手研鑽会 in 早稲田（於；大隈小講堂）古今亭志ん吉氏

（練稲会員）出演、他は柳亭市楽、柳亭一童、入船堂遊京、三遊亭わん丈各氏、定員 300名 

＊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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今回、２つのサークルから活動中止の申し出があり、一方で新たにサークル立ち上げの動きが出てきまし

た。時代とともに会員にニーズが変わるので、新たなサークル立ち上げは歓迎です。最近急速に注目されて

いる「e スポーツ」なども若手の方からご希望があれば立ち上げ支援いたしますので遠慮なくお申し出下さ

い。また、カラオケ部会提唱の忘年会も活用して皆様との交流の機会を広げていきたいと思います。（MT） 

 

 

 

９．編集後記 

６．新規サークル立ち上げ情報 

８．忘年会（カラオケ大会）開催予告 
年末に練稲全会員対象の忘年カラオケ大会を企画～カラオケを歌わない方の参加も歓迎 

・開催日時：2018年 12月 24日（月・祝日）16:00～         ・運営主体：カラオケ部会 

・場   所：練馬区交流会場（区役所２０F展望レストラン隣）   ・運営方法：検討中 

・会   費：5,000円（お子様の参加は費用軽減を検討）～飲食の他ケーキ・喫茶付きを予定 

＊カラオケを媒体とした会員相互の懇親を深めることを主眼としておりますので、忘年会、クリ

スマスパーティとしてお仲間やご家族の皆様の多数のご参加をお待ちしております。 

◎運営方法の詳細、お申し込み方法は後日、HP、メルマガ、チラシ等でご連絡いたします。 

      

   
（写真は切手趣味週間「幻の切手 4種」です）（写真は日本将棋連連盟詰将棋 5手詰です） 

切手同好会（仮称）       将棋部会（仮称） 
・発起人 井上 武志 氏（S48商学部卒） ・発起人 小池 聡 氏（S60理工卒） 

 早稲田切手同好会 OB            日本将棋連盟認定５段 

 現在稲門フィラテリー所属   ＊回答・２四角、同龍、1四歩、同龍、３一馬 

いずれも参加希望者が 5 名以上集まった段階でサークル認定申請手続きを進めま

す。参加希望者はサークル推進チーム（neritoucirclesuishin＠gmail.com）宛、

「氏名」「連絡先」を明記してお申し出ください。 

 

             

           

           

            

・ 

 

 ７．会員寄稿「釣り四方山話２」 
第二回「 あてら沢の怪蛇 」          釣り愛好会 部長 松浦康夫 
「あてら沢」とは、安寺沢と書いたり左沢と書いたりしますが、その語彙は、左という意味の古語で沢の上流に向かって左股に対し
、全国各地で縷々 この名が付けられています。 

 この話の左沢は、山形県は朝日連峰の奥地にある沢です。 

会社に入って、まだ２年くらいの頃、独りでこの沢にイワナ釣りに行った時のことでした。 

昼なお暗い陰鬱な感じの小渓流で、何となく薄気味悪さを覚えながらイワナを釣っておりますと、流れに顔を出した岩の上に、なにか
生き物がいる気配。 

何となく不気味さを感じつつ近づいて見ると、全身真っ黒、眼は爛々 とし、あまつさえ口からは大きな牙が２本生えている怪蛇です。 

さすがの私もギョッとして一瞬足が竦んでしまいました。 

しかし怪蛇ではありましたが、私を呑み込んだり絞め殺すほどの大蛇ではなく、たかだか１メートルほどの蛇です。  

珍種として捕まえたら面白い、そんな風に気持ちが変化し、更に近づいて捕まえてみました。 

すると、口から生えた牙と見えたのは、頭から身体の大半を呑み込まれていた蛙の両足。 

特段珍しい種類の蛇でもなく、カラス蛇の種類であったと思います。 

「 幽霊の正体見たり、枯尾花 」、これがオチでした。 
 


