
杉並稲門会 趣味の部会紹介一覧 
ゴルフ部会  スポーツ観戦の会  

 当部会は創部以来 16 年、楽しい地域ゴルフ親睦会です。現在、会員
数は 117 名、下記の競技会に毎回 30-40 名が参加されます。 
○杉並稲門会コンペ春・秋 2 回    
○杉並三田会/中野稲門会懇親ゴルフ春・秋 2 回 
○新春ゴルフ 3 月末     
○忘年ゴルフ 12 月初旬  
○有志による 1 泊ゴルフツアー（妙高高原・北海道等） その他 1 月に
新年会あり。  
平日日帰り。関越方面が多い。交通手段：車（カーシェア）、貸切バス
(遠方のケース)電車利用。  
会員募集：腕前は問いません。杉並のＯＢ/ＯＧ仲間とのゴルフを楽し
みたい方、特に女性の入会は歓迎します。  
年会費：￥1,000    
 
連絡先：加藤尚志  ☎090-3349-8527              
takashi-katoh.s28_imode-mail@docomo.ne.jp 
(多量データは着信不可)    
Let’s  Enjoy  Golf  play  together !                     
会長：長谷川将  

当部会は創部以来 16 年、早稲田スポーツの観戦＆応援を行っています。
駅伝・野球・ラグビー・レガッタ・卓球・アメフト・サッカー・バケット・アイスホッ
ケー9 競技の観戦＆応援をしています。  
現在、会員数は 88 名。  
下記の競技の観戦＆応援ツアーを開催し、試合後は会員相互の親睦を深
める懇親会を開催しています。また、夏には「暑気払い」も開催します。    
○駅伝  
○春秋早慶戦（野球）  
○ラグビー早明戦  
○早慶レガッタ  
 
会員募集：早稲田スポーツを観るのが大好きな方、ご入会をお待ちしてい
ます。  
年会費：￥1,000  
 
連絡先：加藤 健 dkatoken@h5.dion.ne.jp 
 ☎090-2201-4543    
代表世話人 加藤 健  
 

カラオケ部会  麻雀部会  

“歌が好き 早稲田を愛し年嵩ね 心豊かに詩詠う”『わが友よ物な想い
そ 事しあれど哀歓なべて歌なけなくに』歌は上手、下手・・・新、古、全
く無関係です。お気の向いた時、いつでもご参加下さい。自分を癒し、
人を癒しましょう。  
最近、科学的にカラオケは脳の活性化に大きく役立っている事が判
明！ POPS、演歌、懐メロ、FOLK、洋曲、何でも OK。   
当部会は創部 16 年目。2017 年 5 月度は第 200 回目で、他区稲門会
カラオケ部会他を招待し 200 回記念大会を予定。  
会員数は 2016 年 10 月現在 34 名。常時出席者約 25 名前後。3 室に
分かれ 6〜8 曲歌唱。   
○開催日時：毎月第 2 土曜日 16 時～20 時   
○開催場所：ホテルクラブイン荻窪  
○入会金なし。   
○各回会費：¥4,500〜¥5,000(飲み物、食事付き)  
 
世話役 
藤橋和浩、尾上 孝、志柿元啓、井口昌彦、名取義久、前坂靖弘  
連絡先：前坂靖弘  
☎090-6474-7997 または 3392-4575   
y-maesaka@rstokyo.co.jp          

当部会は杉稲創立時からの歴史が有り、愛好者間で和気藹々と月例会
（第三土曜日・12 時半から半荘 4 回）を開催しています。 
数十人の会員登録者宛てに毎月メールにて案内を出しています。4～5 卓
参加のケースが多いです。    
参加費は＠四千円であり、それ以上の費用は掛かりません。アリアリ・ル
ールでやり易くしています。年間成績での表彰など、多彩な企画を盛って
います。 
いわゆる健康麻雀です、お喋りをしながら、土曜の午後を麻雀で楽しんで
下さい。 
手を動かし、頭を使う事に依る老化予防・回復など医療効果が有ると思い
ます。  
新会員募集中です！ 
○開催日時：毎月第 3 土曜日 12 時半～ 
○開催場所：荻窪「慶春」 
○参加費￥4,000-／回  
 
申込先：事務局 加藤尚志 ☎ 090-3349-8527        
takashi-katoh.s28_imode-mail@docomo.ne.jp 
 (多量データは着信不可)    
代表世話人：勝島敏明     

杉の会（囲碁部会）  ウォーキングの会  

頭の体操、ボケ防止に有益な囲碁を始めませんか。メンバーは高段者
から級位者まで、初心者も大歓迎   杉の会は、平成 12 年 2 月に杉並
稲門会の囲碁部会として発足し、ほぼ創立 17 年となります。この間、
中野や新宿など近隣稲門会の愛好家も加え現在の会員数は、約 60 名
で、稲門会囲碁部として全国でも最大規模の囲碁会に発展してきまし
た。  
また、初心者向けの勉強会として碁友会もあり、丁寧に囲碁の基本か
ら教えています。    
○毎月定例会  第 2 日曜、場所 新宿の天元（新宿駅南口 2 分）  
○杉の会大会  年 2 回（1 月、7 月）  
○近隣稲門会との親睦囲碁会  年 2～3 回  
○杉並三田会との親睦囲碁会  年 2 回  
○旅行囲碁会  年 1 回（8 月）1 泊 2 日  
○オール早稲田囲碁祭り、稲穂会、オール早慶囲碁会等への参加  
○碁友会 毎週金曜日の午後、天元（対象 初心者）    
○入会金 1 千円   
○年会費 1 千円   
○席料（天元）1 千円（100 円の割引）   
参加費は、それぞれ別に定める    
 
会長：竹田隆雄 ☎3331-4660 
t.takeda@jcom.home.ne.jp   
幹事長：渡井 弘   ☎3332-7147  
h69wataibegq68@rhythm.ocn.ne.jp 
碁友会：植田輝雄  ☎6802-7491  090-2453-5297   
天元：☎5388-0015  

平成 12 年より 90 回開催（平成 28 年 10 月現在）  
毎年、新年七福神めぐり～5 回開催 約 6～10 キロの距離 参加者 30～40
名ほど。その他特別企画として秋にミニ登山あり。  
○入会金、会費はありませんが 写真送付代として初回 1000 円（毎年頂き
ます）  
 
コースは比較的簡単なコースですので、 和気あいあいとしたウォーキング
を楽しみたい方 気軽にご参加ください。  
 
連絡先：川島格 ☎3302-4507        
kaku1014@jcom.home..ne.jp  
 
代表世話人：渡辺邦広  
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食べ歩きの会  料理を楽しむ会  

当会は、美味しい食事と楽しい会話を共にし、会員相互の親睦を図る
目的で、9 年前に発足。 
現在、会員数 90 名。平均参加者 40 名。開催は、年 4 回（3 月、6 月、9
月、12 月）のランチタイム  
○開催場所：都内及び近隣の美食の名店個室又は全席貸切利用。和
食・フレンチ・イタリアン・中華・スペイン料理等。  
○会費：7500 円、但し女性及びアルコールを飲まれない方は、500 円
～1000 円引き。 店により若干変動あり。  
○行事案内：杉稲のホームページに掲載（会員にはメール又は手紙で
ご案内） 会員募集   
皆様のご参加をお待ちしています。 ご家族の方のご参加も大歓迎で
す。  
連絡先：会長 名取義久 ☎3397-7908 
nato.sw@jcom.home.ne.jp   

当部会は 1 年に 3 回、外部からプロの講師を招いて、簡単で美味しい料理
の作り方を学んでいます。 
開催場所は設備の整った井草地域区民センターの調理室、1 回の会費は
2000 円です。自立して料理を作ってみたい方、おいしいものを食べたい
方、どなたでも参加できます。  
現在会員数は 46 名、但し調理場の関係から、1 回の参加人数は先着 25
名を限度としています。  
ちなみに 2016 年 7 月 30 日は、事務局長の石松浩一郎さんが特別講師と
なり、夏のビールに合うつまみ 4 種を作り、ビールを飲みながら楽しく試食
しました。  
料理はボケ防止の特効薬です。ぜひ皆さんご参加ください。  
 
連絡先：田口佐紀子 ☎3399-8744 
sakikota@miracle.ocn.ne.jp  

テニス部会  写真部会  

当部会は創部以来 16 年。楽しさ追及のテニス親睦会です。現在、会員
数は 27 名。 
下記の活動に毎回 10 名前後が参加されます。   
○練馬稲門会との懇親テニス会 春・秋 2 回   
○杉並稲門会のテニス合宿 春・秋 2 回 軽井沢、伊豆等   
○練馬稲門会との合同テニス合宿 夏 軽井沢 2 泊 3 日   
○毎月平均 4 回、区や都のコートを使用して定例練習     
○ネット利用の参加表明/スケジュール管理   
○年末の忘年会/総会、新年会、夏季の暑気払い  
会員募集：腕前は問いません。   
テニスを楽しみ健康増進しましょう。特に女性の入会を歓迎します。  
 
○年会費：￥2,000 円程度(ボール代等)  
連絡先：丘山 洋 ☎090-7419-0964 
hokayama0402@ybb.ne.jp              
会長：前坂靖弘  

写真をこよなく愛し、カメラ大好きの多くの会員とともに楽しく活動をしてい
ます。  
技量は問いません。写真・カメラに興味のあるみなさまのご加入をお待ちし
ています。   
○会員数：47 人（2016 年 8 月現在）   
○年会費：なし  
○テーマ別撮影会・撮影ツアーの開催     
 1.野鳥、花、動物や昆虫     
 2.フォトハイキングや町散策（古都巡り）     
 3.鉄道や航空機、各種イベント、祭りなど   
○ウエブサイト「杉稲写真部会」を介しての作品発表会   
○懇親会および勉強会の定例開催  
 
世話人：黒田純一 ☎3321-1975     
j.n.k@alto.ocn.ne.jp  
 
会長：前坂靖弘  

競馬を楽しむ会  クラシック音楽愛好会  

当部会は「のんびりと競馬を楽しむこと」を趣旨とします。  
○春と秋各 2 回 府中競馬場にいく    
○曇天、雨天中止とし穏やかな気候を楽しむ    
○日曜日は混むため基本土曜日開催 特に G1 開催日は避ける    
○第 6 レースから第 11 レース 6 レースぐらい   
○現地集合、現地解散   
 
要は和気藹々 のんびり競馬場ですごしましょうといったところです。初
心者の方でも大丈夫です。   
 
東京（府中）競馬場のご案内   
・JR 武蔵野線/南武線「府中本町駅」臨時改札口から専用歩道橋にて
西門まで徒歩約 5 分。 
 
○現会員 10 数名。  
 
連絡先：石松浩一郎 ☎090-9972-3677 ishimatsu@nemoto.co.jp  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

音楽の楽しみ方はいろいろありますが、当会は趣味を同じくする方が集ま
って、クラシック音楽を聴きながら語り合うという趣旨の会です。  
○例会：毎月第 3 火曜日、18:30～2 時間   
○オペラの会年 2 回及びミニコンサート付親睦会年 1 回  
 
○会場：「with 遊」 杉並区荻窪 3-46-13 
  ☎6661-2336    
  HP：http://cafewithyou.web.fc2.com/   
 
喫茶店を併設した小さなホール。   
音響設計は杉並公会堂の音響設計したヤマハの技術者。いい音です。   
防音が完備しており、大音量可です。  
 
内容：ＬＰ／ＣＤ／映像を、自宅では出せない比較的大きな音で楽しんでい
ます。ＬＰがいい音です。  
 
○会費：毎回 1,500 円。ただの音楽鑑賞では堅苦しいので、アルコール付
のサロン的な雰囲気で音楽を楽しんでいます。  
 
申込：直接来場されるか、又は 
世話人代表：山本廣資  ☎3396-9724  
hyk488@ybb.ne.jp 
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映画を楽しむ会  美術クラブ「稲美会」  

当部会は、平成 20 年 12 月、第 3 フロックの行事として産声を上げ活
動してきましたが、会を重ねる度に他フロック会員の方の参加も多く、
より多くの映画フアンの楽しみの場にと「趣味の部会」として改めてスタ
ートしました。 
現在通算 17 回の開催実績があり、毎回 30 名前後の参加実績があり
ます。  
○趣味の会として春、夏、秋、冬、四半期毎の開催とする。  
○会員の要望を取り入れ、邦画、洋画の名作、アクション、ロマンス
物、ミューシカ ル、喜劇、等を上映、映画鑑賞にとどまらず懇親会な
ど、映画談議を披露する場を設け満喫してもらう。 
○上映会場は、キャヒタルモータース会議室以外にも設定する。  
 
○入会申し込み：入会は随時受け付けます。会費は開催の都度、茶菓
子代を頂きます。 (当面年会費はなし)  
 
支配人：長谷川将 susumu.hase@jcom.home.ne.jp 
事務局：松尾 清 kmatu@jcom.home.ne.jp  
代表世話人：松倉 崇 t-mac228@vega.ocn.ne.jp  

当部会は絵画等の制作及び美術鑑賞を通じ、楽しく交流を図る会です。  
○毎月 1 回、原則第 3 木曜日の午後にスケッチ会、デッサン会を開催し、
不定期に鑑賞会も開催することにしています。  
○現会員数は 20 名で、会員の中には技術アドバイザーが数名おり、作品
の制作指導を担当します。  
 
会員募集：絵画、美術に興味のある方、絵画をこれから始めたい方も歓迎
です。  
 
○会費：年間 2，000 円（会場費、画材費等に充当）  
 
連絡先：世話人代表：栗原正彦 
 masahiko1213k@jcom.zaq.ne.jp   
事務局世話人：田村純利  sumitoshi_tamura@jcom.home.ne.jp     
皆様と共に楽しい会にしましょう！ 美術クラブ「稲美会」  
 
会長：橋本旬平  

早大杉並☆きゃんぱす    

当部会（通称：杉☆きゃん）は、20 代～40 代を中心とした若手の部会で
す。  
毎月の定例飲み会や年に 1～2 回のゼミ形式の勉強会、子どもたちも
参加できるパパママ企画、早稲田駅伝への参加など、若手ならではの
活動を行っています。 また、定期的に新卒の方へのＰＲ活動や現役学
生との交流など、杉並稲門会の将来を担う若手会員の増強活動なども
積極的に取り組んでいます。  
 
○会員募集について： 若手部会ですので、原則として 50 歳未満の方
（20 代～30 代は特に歓迎！）を募集します。  
○年会費： 杉☆きゃんの年会費は不要です。  
連絡先：代表 中谷（なかや）聡まで    
☎090－8688－5703    
satoshi_nakaya@sonylife.co.jp  
○コミュニケーション： イベントの告知などの案内はすべてＦａｃｅｂｏｏｋ
で行っています。   
注）早大杉並☆キャンパスは、趣味の部会でも、ブロックでもない年代
別 の 部 会 で す が 、 こ の Ｈ Ｐ 上 趣 味 の 部 会 に 準 じ て 扱 っ て い ま
す。          

  

 

mailto:susumu.hase@jcom.home.ne.jp
mailto:kmatu@jcom.home.ne.jp
mailto:t-mac228@vega.ocn.ne.jp
mailto:masahiko1213k@jcom.zaq.ne.jp
mailto:sumitoshi_tamura@jcom.home.ne.jp
mailto:satoshi_nakaya@sonylife.co.jp

