
                              ２０１３年９月４日 
 
         登録稲門会ならびに校友会代議員の皆様へ 
 
                                早稲田大学校友会 
 
                 ご 案 内 
 
 
 日頃より母校支援ならびに校友会・稲門会活動へのご協力を賜り、誠にありがとうござ

います。 
 
 さて、下記①～⑦の行事について、早稲田大学・早稲田大学校友会ならびに関連の実行

委員会から校友の皆様へ案内依頼がありましたのでお知らせいたします。 
 
 ご案内が盛り沢山となりますが、いずれの行事も校友の皆様のご参加を歓迎しています。

ご所属の校友会支部・稲門会の会員皆様へもどうかご周知くださいますようお願い申し上

げます。 
  
 詳しくは下部の各文面をご確認ください。ご質問があります場合には、各催部署まで直

接お問い合わせ願います。 
 
               記 
 ① 9/23(祝)    「早稲田スポーツフェスタ in 東伏見」 
 ② 9/23(祝)    「地球感謝祭」 （早稲田の街の祭典） 
 ③10/13(日)    「Tokyoハイク」（都心を徒歩で巡る） 
 ④10/20(日)     「稲門祭」   （校友の祭典） 
 ⑤11/ 2(土)～ 3(日)「早稲田祭」  （早稲田文化の祭典） 
 ⑥11/16(土)～17(日)「校友向け東北復興スタディツアー」 
 ⑦12/21(土)    「第３回 早稲田駅伝 in 国立競技場」 
 
  
     =================================================== 
     【代理発信元】 早稲田大学校友会 
     〒169-8050 東京都新宿区戸塚町 1-104 (大隈会館１階) 
       TEL:03-3202-8040 FAX:03-3202-8129 
       E-mail: alumni@list.waseda.jp 
     早稲田大学校友会は 1885年に設立された同窓会組織です 
       http://tomon.waseda.jp/alumni/info/info.htm 
   =================================================== 



①～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
     「2013早稲田スポーツフェスタ in 東伏見」 
 
 校友のみなさま、ご家族のみなさま大歓迎！ 
 ちびっこから大人まで、ファミリーで楽しめるスポーツイベント。 
 さまざまなスポーツに挑戦できます。 
 
 ワセダのスポーツ施設で、体育各部の学生が優しくスポーツを教えてくれます。 
 参加した子どもたちが見たことのないような笑顔で、元気でスポーツを楽しむ姿に、ご

家族もビックリされます。 
 ゲスト、ワセダベア、ゆるキャラもやってきます。ぜひ東伏見キャンパスまでお越しく

ださい！ 
 
●スポーツ体験（野球、競走、ラグビー、サッカー、テニス、ラクロス、ホッケー、バスケ
ットボール、相撲、フラッグフットボール、ライフル、アーチェリー、卓球、体操、ゴル

フ、バドミントン、合気道ほか） 
●おもしろ体験 ちゃんこ鍋、乗馬体験、馬とふれあい、スタンプラリー 
●展示 チアリーディングステージ、グライダー、レースカー、早稲田スポーツ写真展 

 
               記 

 
◆日 時： 9月 23日（月／秋分の日）10:00～16:00 
◆会 場： 早稲田大学東伏見キャンパス スポーツ施設 
      （西武新宿線 東伏見駅より徒歩 5分） 
◆主 催： 早稲田大学競技スポーツセンター 
      早稲田大学体育各部実行委員会 
◆参加費： 無料（一部例外あり） 
◆申 込： すべて当日受付。当日ははじめに本部まで。 
◆問合せ： 早稲田大学競技スポーツセンター（TEL.03-5286-3757） 
◆詳 細： http://waseda-sports.jp/festa2013/index.html 
 
 
 

  



②～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
      「地球感謝祭」 （早稲田の街の祭典） 
 
 環境、防災、地域コミュニティ、健康、芸術・文化、世代間交流、地域交流などを切り

口にイベントを通じながら、早稲田の街で人々が出会い・関わることによって 街が賑わ
い・元気になること「早稲田の街の元気づくり・活性化」を目的とします。 
 
◆日 時： 9/23(月・祝) 10:00～16:00 雨天決行 入場無料 
◆会 場： 早稲田大学早稲田キャンパス 
◆主 催： 早稲田大学周辺商店連合会 
      早稲田地球感謝祭 2013実行委員会 
◆参加費： 無料 
◆問合せ： 早稲田地球感謝祭 2013実行委員会事務局 
      waseda.kansyasai@gmail.com 
◆詳 細： http://www.wasemachi.com/kansyasai/ 
 
 

 

 

③～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
      「Tokyoハイク」 （都心を徒歩で巡る） 
 
 体育祭の一種目(ウォーキング)として、都心の大学を徒歩で巡りながら大隈講堂を目指す、
Tokyoハイクを開催します。 
 このイベントは、健やかな身体の育成はもちろん、参加者同士の交流と親睦を深めるこ

とを目的に開催しています。 
 他大学の学生、校友や一般の方も、気軽にご参加ができます。 
 
◆日 時： 10/13(日)9:30開会式 10:30スタート 雨天決行/荒天中止 
◆コース： 早稲田大学 → 国立競技場 → 法政大学（昼食休憩） 
      → 日本武道館 → 明治大学 → 東大赤門 → 東洋大学 
      → 護国寺 → 早稲田大学（約２０km） 
◆主 催： 早稲田大学 
◆運 営： 全国早稲田学生会連盟・学生稲門会 
◆参加費： 大学生以下 500円、一般 700円 ※保険代、弁当代込 
◆申 込： 9/9～10/4まで ※募集人員 800名 定員になり次第締切 
◆問合せ： 早稲田大学 学生部 学生生活課 Tokyoハイク担当 
      TEL：03-3203-4341 tokyohike@list.waseda.jp 
◆詳 細： http://www.waseda.jp/student/tokyohike/index.html 
 



④～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
      「稲門祭」（校友の校友による校友のための祭典） 
 
 早稲田で学生生活を送られた方々やそのご家族・ご友人等、また多くの早稲田ファンに

お楽しみいただく「稲門祭」を開催しています。 
 本年も、企業のみなさまや地域稲門会・職域稲門会をはじめとする様々な方々よりご協

賛・ご協力を得て盛大な開催を予定しております。 
 
◆日 時： 10/20(日)午前中～夕方（行事による） 
◆会 場： 早稲田大学早稲田キャンパス 
◆主 催： 2013稲門祭実行委員会 
◆参加費： 無料 
◆問合せ： 2013稲門祭実行委員会 
    TEL：03-3202-8040 tomonsai-office@list.waseda.jp 
◆詳 細： http://www.waseda.jp/alumni/tomonsai/index.html 
 
 
 
 
⑤～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
      「早稲田祭」  （早稲田文化の祭典） 
 
 「早稲田祭 2013」は、早稲田大学における年に一度の早稲田文化の祭典です。2 日間で
約 16 万人が訪れる早稲田祭の規模と熱気、そして凝縮された早稲田文化が与える感動は、
他では味わえないものとなっています。多くの方々のご来場を心よりお待ちしております。 
 
◆日 時： 11/ 2(土)～ 3(日) 
◆会 場： 早大 早稲田キャンパス・戸山キャンパス・学生会館 
◆主 催： 「早稲田祭 2013」運営スタッフ 
◆問合せ： 「早稲田祭 2013」運営スタッフ 
    TEL：03-3207-0408 info@wasedasai.net 
◆詳 細： http://www.wasedasai.net/2013/ 
 
 

  



⑥～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
      「校友向け東北復興スタディツアー」 
  ～東北校友・学生ボランティアとの交流の旅～ 申込受付中！ 
 
 早稲田大学では校友の方を対象に復興へと歩みを進める東北の今を知っていただく「東

北復興スタディツアー」を新たに企画しました。 
 本企画は早稲田コミュニティの創造に取り組む「Hello！WASEDA」プロジェクトの一環
によるもので、震災当初より、継続的かつ多角的な復興支援活動を進めてきた平山郁夫記

念ボランティアセンター（ＷＡＶＯＣ）のアレンジのもと、学生ボランティアがガイドと

して同行し、日頃の活動地を巡るほか、復興を力強くリードする東北の校友の方々との交

流を図ります。 
 本学ならではの内容を盛り込んだ、アットホームかつ充実のツアーです。ぜひみなさま

お誘い合わせの上、ご参加ください！ 
 
◆主  催：   早稲田大学 Hello！WASEDAプロジェクト 
 企画協力：   早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンター 
 旅行企画/実施： 株式会社 JTBコーポレートセールス 
◆日 時： 11月 16日(土)～17日(日)＜一泊二日＞ 
※JR仙台駅集合、一ノ関駅解散 
◆行 程： 
11/16 仙台駅（10：30）→（貸切バス）→石巻市内・石巻精機製作所（下車）→陸前高田
市内・岩手県立高田病院（下車）→希望の一本松（車窓）→気仙沼泊（18：00頃） 
11/17 ホテル（8：15）→（貸切バス）→気仙沼市内・リアス牡蠣まつり唐桑（下車）→南
町紫市場・復興商店街（下車）→一ノ関駅、平泉・中尊寺（別途拝観料 800 円必要）→一
ノ関駅（17：00頃） 
 
◆宿泊ホテル：気仙沼プラザホテル・サンマリン気仙沼ホテル観洋 
のいずれかになります。（和室 2～5名 1室利用） 
◆旅行代金： 大人:18,500円／子ども：10,000円  
※中学生以上は大人代金となります。小学生未満のお子様は問合せ 
◆募集人員： 30名様（最少催行人員：20名様） 
◆申込締切： ～10/10 17:00迄 ※但し募集人員になり次第締切 
       ※専用WEBページからお申し込みください。 
◆詳細/申込： http://www.waseda.jp/external/hello/next.html 
 
 

  



⑦～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
      「第３回 早稲田駅伝 in 国立競技場」 
 
 早稲田大学がプロデュースする、早稲田らしく、熱く盛り上がるランニングイベント『早

稲田駅伝』を、今年も開催いたします！ 
 校友・在学生、ご家族、ご友人、早稲田を愛する人、走ることが好きな一般の方など、

すべての皆様のご参加を心よりお待ちしております。 
 
◆日 時： 12/21(土) 
◆会 場： 国立競技場（東京都新宿区霞ヶ丘町 10－2） 
◆主 催： 早稲田大学 Hello! WASEDA プロジェクト 
      一般社団法人ウィズスポ 
◆共 催： 早稲田大学校友会 
      早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンター 
◆申 込： ～11/18まで ※先着順・定員になり次第締切 
◆問合せ： 早稲田駅伝事務局（ルーツ・スポーツ・ジャパン内） 
      TEL：03-3478-5566 E-MAIL： info@wizspo.jp 
◆詳 細： http://waseda-ekiden.wizspo.jp/ 
 
 
                           以 上 


