
 

 

☆「新春の集い２０１９」はココネリホールで開催！！ 

・日時 2月 23日（土）18:30～(開場 18:00)   お申込はお早めに 

・第一部 講談～神田 陽子講談師（日本講談普及協会 代表） 

                     ＊昭和 54年 3月二代目神田山陽入門 

                     ＊昭和 57年 4月二つ目昇進 

                     ＊昭和 63年 10 月真打昇進 

                     ＊平成 29年早稲田大学人間科学部卒 

・第二部 ポップスジャズ演奏～midnight cruise tack Ⅱwith 友里 倖子 

                     ☆ボーカル～友里 倖子 

                       ギター～菊地隆哉、石井孝之 

                     ＊友里倖子さんは高校在学中郷ひろみ

のバックダンサーから芸能活動開始。

現在は、Ｌａｄｙ Ｃｕｂｅのソロ歌手。 

                     ＊菊地隆哉さんは練稲会員。 

・参加費 男性 3,000 円、女性 2,000 円 【酒類持込歓迎】 

・申込先 neritou@waseda-info.com ＜残席あります＞ 

１．共通行事情報 

 

２．トピックス 

 

                                                                              

1 月の歴史ウォーキングは恒例の     ワセダスポーツを楽しむ会も 

七福神巡り！～今年は日本橋七福神          恒例の箱根駅伝の応援！ 

今年は、1/5(土)に小伝馬町を起点にした都心の    1/3(木)ＡＭ１１：００に馬場先門に集合、１２名のメン 

七福神巡り。参加者総数は何と 50名。どの神社も   バーが復路の街路に練稲のぼりを立て必死の応援 

参拝者が列を作っていたこともあり、遠くからお参り   を行った。今年は往路の二区、五区の不調が尾を引き 

をした神社もあった。 次回 3/23(土)青梅梅林を予定。 復路で頑張るも応援むなしく、最終１２位とシード権を 

 http://nerima.waseda-info.com/hkframe.htm       失う結果となってしまった。来年の雪辱に期待。 

https://www.youtube.com/watch?v=RDOdwDicQDk   http://nerima.waseda-info.com/spframe2.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 1/10 

交流塾 

学園ゴルフセン

ター 

15名 2/27 

交流塾 

http://nerima.waseda-

info.com/golf.htm  

歴史 W 部会 1/5 日本橋七福神 35名 3/23 http://nerima.waseda-

info.com/wkframe4.htm  

旅行部会 昨年

10/29，30 

琵琶湖周辺 

京都史跡 

22名 未定 http://nerima.waseda-

info.com/ryokouframe1.htm 

麻雀部会 1/26 

 

来賓館 32名 

 

2/17 

 

http://nerima.waseda-

info.com/majon3.htm  

囲碁部会 1/19 練馬囲碁クラブ 6 名 2/16 

 

http://nerima.waseda-

info.com/igoframe.htm  

グルメ会 10/17 

 

ＧＩＮＴＯ池袋店

（イタリアン） 

15名 未定 http://nerima.waseda-

info.com/grmframe1.htm  

テニス部会 1/24 

 

石神井松の風

文化公園 

18名 

 

2/1 

2/19 

http://nerima.waseda-

info.com/tnsframe.htm  

エッセイ 

同好会 

12/15 

 

練稲事務所３F １8名 2/16 

 

http://nerima.waseda-

info.com/es18frame.htm  

W スポーツ 

楽しむ会 

1/3 

 

箱根駅伝 17名 4/14 
レガッタ 

http://nerima.waseda-

info.com/spframe2.htm 

カラオケ 

部会 

1/21 キララ 12名 2/18 http://nerima.waseda-

info.com/karaoke.htm  

山歩き会 1/26 三浦富士～ 

武山 

27名 

 

2/16 
破風山 

http://nerima.waseda-

info.com/yamaframe19.htm 

写真クラブ 1/16 練稲事務所３F 
 

10名 3/20 

 

http://nerima.waseda-

info.com/photo.htm  

パソコン 

教室 

1/10,17, 

24,31 

チャミー 6 名 2/,7,14,

21,28 

http://nerima.waseda-

info.com/pcclub.html 

酒楽会 11/20 

 

稲田屋石神井

公園前店 

23名 

 

2/28 http://nerima.waseda-

info.com/srkframe.htm  

釣り愛好会 11/7 

11/23 

秋川 

深川 

2 名 

2 名 

2/25～

27 

http://nerima.waseda-

info.com/fsframe.htm 

青年部会 

（参水会） 

1/30 
(合同開催) 

中野ツイテル老

舗熟成肉 

8 名 

(22名) 

３/中旬 

 
http://nerima.waseda-

info.com/seinen.htm 

料理を 

楽しむ会 

11/26 はつらつセンタ

ー豊玉 

14名 2/25 

 

http://nerima.waseda-

info.com/ckframe.htm 

フォークソン

グ愛好会 

1/8 

 

生涯学習センタ

ー 

29名 2/5 

 

http://nerima.waseda-

info.com/sgframe.htm 

◎ほのぼの

朗読教室 

1/25,29 豊玉リサイクル

センター 

25名 2/22,26 http://nerima.waseda-

info.com/mrframe.htm  

◎時代小説

を読む会 

12/15 レンタルルーム

練馬 

10名 

 

4 月 http://nerima.waseda-

info.com/mrframe.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。 

  ◎はサークル活動としてではなく未来塾として開催されているものです。 

  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（2019年１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】     

・2/22(金)26（火）13:30～15:30 未来塾「ほのぼの朗読教室」テキスト「高瀬舟」於；豊玉リサイク

ルセンター、講師小林大輔氏、会費 500円、申込先 080-2064-3050(小林講師) 

・2/23（土）新春の集い２０１９（ココネリホール）＊ 

・3/17(日)16:00～東京都 23区支部大会、於；リーガロイヤルホテル、講師：森喜朗元総理、会

費 10,000 円、申込締切 2/15、希望者は喜々津幹事長（K-kikitsu@w9.dion.ne.jp）迄 

 

・3/23(土)16:30～未来塾「時代小説を読む会」、課題図書：藤沢周平「風の果て」、乙川優一郎

「椿山」山本周五郎「長い坂」、於；レンタルルーム練馬、会費 500円 

 

・3/24（日）練馬こぶしマラソン（光が丘公園）～走路補助員募集(募集は締め切りました)＊ 

＊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】 

・2/16(土)破風山～山歩き会 http://nerima.waseda-info.com/yamaframe19.htm  

・3/23（土）青梅梅林～歴史ウォーキング部 

・3/26(火)鳩山ＣＣ、4/22(月)武蔵ＯＧＭ、5/15(水)越生ＧＣ、6/11(火)こだまＧＣ～ゴルフ部 

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。 

５．何でも情報・投稿コーナー 

 

 

早稲田学報２月号「稲門だより」に練稲稲門会活動記事が掲載されました！～納涼祭（戸田橋

花火大会観覧）、山歩き会（八ヶ岳、大野山）、エッセイ同好会、ゴルフ会（杉並・練馬稲門会懇

親ゴルフ会）  

・1/26～3/17、9:00～18;00 特別展「激動の幕末 in 練馬」於ふるさと文化館(石神井公園)一般

300 円、高・大学生 200 円、65～74 歳 150 円、中学生以下・75 歳以上無料、TEL3996-4060 こ

の他に 2/17(日 )、3/17(日 )いずれも 14:00～、には講演会があり。参加費は無料。

https://www.neribun.or.jp/event/detail_f.cgi?id=201811011541052838  

・3/20(水)19:15～古今亭志ん吉さん独演会、於；赤坂倶楽部、演目「厩火事」、入場料(予

約)1,500円、申し込みは志ん吉氏（090-3693-3274）まで 

・3/27(水)18:45～日本演芸若手研精会、於；日本橋社会教育会館、前売り 1,000 円、古今亭志

ん吉さんが主任を担当する若手落語家の会 https://www.mixyose.jp/wakate/  

・8/8(木)18:00～六大学落語会、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、問い合わせ先；志ん吉氏（choit_shinsan@yahoo.co.jp） 

 

★早稲田大学校友会 WELBOXをご存知ですか？★ https://www.welbox.com/waseda/  

  校友会員(会費納入者)は誰でも（Ｗasedａ ＩＤをお持ちでない方は会員登録が必要）利用で

きます。～早稲田学報 2 月号 P.74～77にもＰＲ記事有。 

特典 

１． 全国２６,０００の旅館・リゾートホテルが会員特別料金で宿泊可能。 

２． 全国１，９００のゴルフコースやボーリング場などスポーツ施設が最大５０％オフ 

３． 見積りサービス付きの引っ越し費用が最大５０％オフ 

４． ファミリー検診、ウィメンズ検診受診が全国で可。電話で無料相談。 

５． マッサージ、エステなどが最大で２０％オフ 

６． カルチャースクール、通信教育などが最大５５％オフ 

７． 対象メニューを使用するとポイントがたまり、これを利用料金に充当できる。 
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新年に入り恒例の共通行事（NY コンサート）が盛況裡に終了、今月も新春の集いが予定さ

れております。サークル活動も七福神巡りや駅伝応援などを皮切りに活発化してまいりまし

た。昨年から新たなサークル(切手同好会、将棋部会)立ち上げの動きが出始めました。今回

の落楽会を含め、推進 C も軌道に乗るまで積極的な支援をしていきたいと考えております。

また、既存サークルでも会員の皆様への PR をしたいご希望がございましたら、本紙でも取

り上げてまいりますので是非お申し付けくださいますようお願い申し上げます。（MT） 

 

 

 

８．編集後記 

６．トピックス２ 

７．落語を楽しむ会（落楽会）会員募集 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 13 回ＮＹコンサート大好評！ 早稲田アリーナ竣工！ 
・年間最大イベントは 1/19(土)に練馬文化  記念会堂あとに建築中だったアリーナが 

 センター大ホールで開催されました。   当初予定より早く昨年 12/10に竣工。 

 チケット 1,400枚は完売で会場は超満員。 12/15に完成お披露目会が開催された。 

早稲オケをバックにオペラ歌手 3名の素晴 アリーナは地下 2階、地上 4階で屋上、 

らしい歌唱を鑑賞した後、石井千星さん  地下には多機能型アリ－ナや運動場、 

（理工学部 3年）のバイオリン独奏があり、拳法場、テニスコートなどスポーツ 

その後フルオーケストラでクラシックの  が、地上には交流テラスやラーニング 

名曲 3曲の演奏を聴きみな堪能しました。 コモンズそしてスポーツミュージアムや 

来年も 1/18(土)に開催される予定です。  スポーツ関連書室が設置されています。 

コンサートの模様は J:COM TVサービス  今年のホームカミングデーの式典はこの 

ご加入の方は 2/16より J;COMオンデマンド アリーナで開催される予定です。 

で視聴が可能です。           https://www.waseda.jp/top/news/62689 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

これまで時折落語鑑賞企画を行ってきたティータイムコンサートが解散となりましたが 

このイベント企画に対する潜在ニーズがあるようですので、新たに「落語を楽しむ会 

（略称「落楽会」）」を立ち上げたいと考えております。 

運営要領は以下の通りです。希望者は事前登録をお願いいたします。 

１．主たる活動  毎月 1回程度、メンバーが揃って落語鑑賞を楽しむ 

  当面は、既に外部で企画している落語会への参加とするが、ある程度メンバーが 

  まとまれば、練馬区の公共施設を利用して落語家を招聘することも検討する。 

  ｃｆ）外部企画参加候補～国立演芸場(シルバー1,300円) 
https://www.ntj.jac.go.jp/schedule/engei/2018/1768.html 

     落語協会・落語芸術協会のイベント（演芸場ごとに異なる） 

     https://www.geikyo.com/schedule/jyoseki_detail.php?id=9451 

     http://rakugo-kyokai.jp/  

     赤坂倶楽部志ん吉の会（入場料 1,500円） 

     日本演芸若手研精会ミックス寄席（同 1,000円 or1,500円）

https://www.mixyose.jp/ 

２．申し込み先 サークル推進チーム（neritoucirclesuishin@gmail.com） 

３．その他   運営をお手伝いいただける方はその旨お申し出ください。 
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