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LSC関西 オリエンテーション 

支部長   吉村東洋男 

・開催日       2017年（平成 29年）6月 4日（ 日 ） 先着 30名 

                     30名を超えた場合はこちらから別途ご連絡 

・集合場所・時間   JR阪和線堺市駅改札出た所（2階 1 ヶ所です） 13：00  時間厳守   

・開催場所      ベルマージュ堺 1番館集会場 

・説明会内容   ◯過去のお値打ちお誘い旅行のご紹介 

         ◯各同好会の説明 

            ○ＬＳＣ関西活動についての全般的オリエンテーション 

            ◯旅行に便利なパソコン、スマホ、タブレットの使用状況の報告 

            ◯その都度、皆様の質疑応答にお答えします。 

・懇親会内容     近くの居酒屋で開催。 

                  男性 3500円、女性 3000円。 

     ★入会されて日が経過したにも関わらず、ＬＳＣ関西の仕組みや行事やお誘い旅行、同好会活動の紹介等 

もっとＬＳＣを知る意味で今回のこのイベントがチャンスであり 関西支部会員全員を対象としていますので、 

是非是非参加頂ければと思います。 

 

 

関東支部 オリエンテーション 

支部長  佐藤 洋子 

日時   7月 22日（土）  13:00～17:00 

場所   いきいきプラザ 神明・浜松町 港区浜松町一丁目 6番 7号. ☎ 03-3436-2500 

内容   ＊講演   西脇  勇会員 

   ＊同好会案内（各同好会世話役のオリエンテーション） 

    ＊新会員紹介 

    ＊海外ロングステイ編   ハワイ・チェンマイ 

    ＊国内ロングステイ編   北海道  

           お誘い旅行の説明 

＊質疑応答（わからないことをお聞き下さい）  

＊懇親会 (希望者) 新会員の皆さま奮ってご参加ください。気の合う仲間作りの 

チャンスです。 先輩会員の方は大勢のご参加で新会員の皆さまを歓迎しましょう。 
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❤❤新会員紹介❤❤ 
会員担当世話役、井口由香子 

                      新会員の皆さま!! ようこそ、ロングステイクラブへ！ 

     心から歓迎いたします！ 

    懇談会、同好会等の活動に積極的にご参加ください 

国内外のロングステイや旅行、そして老後の暮らし方など、有意義な情報がたくさん得られます 

また、是非会の運営の一役を担って頂き、今までに培われた知識や経験を 

会運営に発揮してくださることを期待しております 

責任、労力、時間の負担が多少ありますが、それ以上に得難い仲間との出会いや,充実感があります 

クラブライフを大いにエンジョイなさって頂きたいと願っています 

先輩会員の皆さま、各種活動の折に、新会員の方とお会いになりましたら、お声を掛けて上げて下さい 

5月の新会員 

関東支部 

早田とみ子さん   千葉県君津市         旅行・編物 

川野 貞子さん   東京都調布市         麻雀・ボーリング・水引工芸 

清水寿三江さん 東京都大田区  麻雀・映画鑑賞・着付け等 

関西支部 

川上  猛さん 奈良県奈良市  ゴルフ・登山・テニス・釣り等 

小間 裕子さん   兵庫県西宮市  登山・旅行・英語・カラオケ  

石橋 美香さん   大阪府大阪市   ゴルフ・旅行 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ変更 

柴田 政明さん   

    段野 京子さん   

 

※電話番号・住所の変更は会員名簿の変更のみとさせていただきます 

 住所・電話番号・メールアドレスのご変更の際には、下記までご連絡ください 

 

会員担当世話役、井口由香子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員担当からのお知らせ  
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世話役  栗原 裕通 

清龍酒造は慶応元年創業の歴史ある日本酒蔵元です 

多くの方の参加を頂いて 一緒に楽しめたらと願っております 

そこのレストランで美味しい懐石料理と 7種類ほどの利き酒を味わいます 

蔵元のお酒がふんだんに振る舞われます 

 

日 時： 6月 4日（日） 11：30 

場 所： 宇都宮線蓮田駅改札口集合 

会 費： 懐石料理・利き酒代も含めて 3000円 

幹 事： 野田裕充、三浦允忠、荒木透  

 

 

茨木の歴史・文学・バラ園 

               美味しいランチへのお誘い 

幹事   奥谷 智恵美 

日 時   2017年 6月 5日(月)  AM  9:30集合 

集 合 場 所   阪急茨木市駅 1F 東出口 

費 用   コース料理(コーヒ付)  2700円 

                ガイド料   2000円÷人数 

募 集 人 数    20名 

案内 コース 

     茨木市駅 9:45出発 ガイドによる茨木旧城下町を散策   

 → 川端康成文学館を見学(説明付) → 

      → 12:00 より 料理屋「はなせ」にてコース料理（14：30迄）→ 

      → 阪急茨木市駅で一応解散 → 

       → 若園バラ園へは 25分程です 

大阪  D班 (赤野・寺尾・奥谷) が皆さまの参加をお待ちしています 

   

    

訃 報 
        関東支部会員 相田万里子様、すい臓癌のため療養中でしたが、平成 29年 5月 21日ご逝去されました。 

ご入会以来、18年、当クラブにおいて海外旅行や国内旅行を楽しみ、また、テニス・スキー・合唱同好会に 

おいて活発に活動され、そしてご主人、相田達雄さんがロングステイクラブ代表を務められました 3年間は 

陰に陽にご主人を支えておられました。  

また、一方で、地元教会の影絵サークルに属し、影絵の制作と上演をライフワークの一つとして熱心に 

活躍されました。 享年 79歳でした。 

      心から哀悼の意を表しますとともに 謹んでお知らせ申し上げます。 

 

北関東サロン会 
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                       菜の花サロン会「京成バラ園」訪問 

世話役  山之内昌子 

菜の花会（千葉サロン会）主催の京成バラ園訪問の詳細をお知らせいたします 

開 催 日： 6月 8日（木） 13：30 

            東葉高速鉄道八千代緑が丘駅改札口（一か所のみ）に集合  

            バラ園まで徒歩（苦手な方にはバスもあります） 

開 催 地： 京成バラ園   千葉県八千代市大和田新田 755 

                    ☎ 047-459-0106 

アク セス： JR総武線西船橋駅で東葉高速鉄道（東京メトロ東西線直通）に乗り換え、 

八千代緑が丘駅から下車徒歩 15分  

                   東西線のほうが便利な方は東葉高速鉄道につながっておりますので 

                     「勝田台」ゆきを確かめて乗車されるとよろしいです 

参加者の人数制限はありませんので前日までに山田、山之内まで連絡いただければ結構です 

山田  恭子：📱       

山之内昌子：📱 

 

 

界 と 広 く 連 携 し 、 ワ ン ス ト ッ プ で 海 外 ・ 国 内 の ロ ン グ ス テ イ 情 報 を 収

集 で き る 日 本 最 大 の ロ ン グ ス テ イ に 関 す る イ ベ ン ト で す 。  

東京サロン会 ・菜の花サロン会 そして「第 50回 お値打ちランチを食べる会」 

関東支部 3 つの会のコラボレーション！！ 

初夏の房総へ日帰り旅行へのお誘い  

東京サロン会            川本  周二 

菜の花サロン会           山之内 昌子 

「お値打ちランチを食べる会」   田原 千鶴子 

6月 12日 （月）   「はとバス」 貸切 

¥11,000 

新宿 出発 8:30 （西口 工学院大学前） 帰着 19:00頃 

    ※ 海ほたる 

    ※ 酒菜館での利き酒 

    ※ 萬壽山での豪快海鮮炉端焼き 

      （サザエ・フグ・伊勢海老・あわび・帆立・ハマグリ 他 まぐろ漬け丼と蟹汁はお替わり自由 ） 

   ※ 人気上昇、幻想的な濃溝の滝 

   ※ 花野辺の里・・全山咲き誇るアジサイを見ながら７福神めぐりと吊るし雛の館 

   ※ 四季の蔵 （お買い物） 

盛りだくさんで美味しい１日 

                           皆様のご参加をお待ちしています 

申込先  田原 千鶴子 

 

菜の花サロン会 

特別企画 
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世話役  山里 誠志郎 

「これから会」は ６月 12日 第２月曜日 10：00（集合 9：50）～17：00 

参加希望者は、６月 ５日（月）迄に 

「例会」は    6月 26日 第４月曜日 10：00（集合 9：50） 

* 場所代 1050円  + 例会参加費 200円 + 各卓の賞金代 1000円（成績順戻り） 

* 昼食 弁当持ち込みOK   アルコール持ち込み厳禁 （食事タイム休憩時間あり） 

    水・コーヒー・ウーロン茶・コーラ等フリードリンクあり(食事注文も可能) 

* 反省会 お初天神「たよし」にて  参加は自由 

梅田「菜の花」 http://www.mj-nanohana.com/ 

ミスターりん ビル６階  ☎ 06-6311-1670 

新規の方も沢山のご参加お待ちしております 

幹事 山里誠志郎  

 

 

雰囲気良く、価格も気に入った麻雀ルームです 

皆さまのご参加をお待ちしております 

第１回目  ６月 14日（水） 13：00～17：00 

第２回目  ６月 26日 (月)  13：00～17：00   

場所： 新橋 いこい荘 駅前ビル 1号館 2階 

〒105-0004 東京都港区新橋２丁目 20−15 

☎ 03-6228-5670 📱090-3341-6723  

費用： 1,200円（フリードリンク付き） 

★申し込み：第 1回目は 6月 10日  第 2回目は 6月 22日までに下記幹事まで 

幹事：  大島   緑   

高野美智子   

     

 

訃報       関東支部会員 藤沢和子様、 平成 29年 5月 16日に乳癌のため逝去されました。  

              和子さんは LSC草創期からご主人の藤澤正春さんと共に 会の発展のために尽力されました。 

                 一昨年、正春さんを天に送られました後、最近まで数々の催しに参加され元気に活動して 

おられました。 

            享年 75歳でした。 

         心からご冥福をお祈りいたしますとともに 謹んでご報告申し上げます。 
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6月 LSC関西「旅に役立つスマホ PC勉強会」のご案内 

紫陽花が大輪の花を咲かせる頃となりましたが皆様いかがお過ごしでしょうか。 

さて、6月の勉強会を下記の通り開催させていただきます。 

今回のメインは古い紙の写真のデジタル化と ID・パスワード管理を取り上げます。 

◆日時: 平成 28年 6月 28日(水)13:30～16:30 

◆場所: 大阪市総合生涯学習センター メディア研究室 

         大阪駅前ビル 5階 ☎06-6345-5000 

◆テーマ 

    1.スマホの基本 ABC 

    2.スマホでの ID・パスワード管理 

    3.スマホで古い紙写真のデジタル化「フォトスキャン」 

    4.注目のアプリ紹介と使い方 

  

 

  ◆募集人員: 23名 申し込み先着順 

◆参加費:  1,000円 

※今回もスマホのみのご持参で、PCは不要です。 

※事情によりましてテキストは、参加者のみとさせていただいております。 

※下記の機種は対象外ですのでご注意ください。 

    DoCoMo らくらくホン、auシンプルホン、ソフトバンク BASIO 

▼世話役: 本村忠司、十河和夫、松岡一雄、安樂秀典 

安樂秀典 HIDENORI ANRAKU 

西宮市

 

 

 

童話創作同好会の活動日のお知らせ 

幹事 多胡かよ子 

 

初めての方 見学の方 大歓迎！ 

 

日時 ６月 26日（月） 9:30 ～ 12:00   

７月 31日（月）   〃 

場所 大阪市立総合生涯学習センター  6月は 第３会議室 

                                     7月は 第 1会議室 
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関東 ６・７月の着付け教室のお知らせ 

世話役  栗原美恵子 

 日時 ６月  ７日（水）13：00～17：00 

                                   ６月 23日（金）13：00～17：00 

    7月 12日（水）14：00～   

場所  6月 新橋生涯学習センター ばる～ん 

7月 晴海トリトンスクエア 会議室   

  この日、17：00から 「屋形船」 に乗船 

            夏の着物やゆかたで屋形船を楽しみましょう！！ 

出欠席を必ずお知らせください 

尚、参加者が２人以下の場合 中止もあります  

栗原美恵子  

 

 

  

釣り同好会からのお知らせ 

釣同好会幹事／前田多加士 

 

１年中で最も絶好の釣りシーズンに入りました 

夏場の釣りですが 波もそんなに高くありません 

初心者でも船酔いもせず 十分楽しめます 

簡単な仕掛けで高級魚のイサキが数多く釣れ 家族にも喜ばれること請け合いです 

この時期のイサキは抱卵しており 刺身でビールを飲むと幸せ度満点です 

下記要領で釣り同好会を開催致します。奮ってのご参加お待ちしております 

   日  時 ： 2017年６月 19日（月） 早朝  長潮 

                  前泊（無料仮眠所）ご希望の方は６／18（日）15：30  

阪和道 「紀ノ川ＳＡ」 にご集合下さい 

場  所 ： 和歌山県印南町 「せいゆう丸」 ☎ 0738‐43‐1176 

ターゲット ： イサキ・マダイ 

費  用 ： １１，０００円（餌・氷・仕掛け付） 釣り具レンタルあり１，０００円 

募  集 ： ８名（先着順） 

そ の 他 ： 無料仮眠所は船着き近く、ごろ寝 

メインターゲットはイサキですが  タイ、アジ、など交じります 
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 【1万人の第九を歌う会】よりお知らせ
幹事  本村 忠司 

2017年のサントリー1万人の第九・合唱団募集が、5月 22日(月)から始まっています。 

(応募受付期間：5月 22日(月)正午から 6月 20日(火)午後 5時まで) 

応募要項につきましては、ホームページをご確認ください。 

 

PC版: http://www.mbs.jp/daiku/ 

モバイル版: http://m.mbs.jp/contents/daiku/ 

  

コーラス未体験でも、ドイツ語を知らなくても大丈夫です。 

12回のレッスンで（経験者は６回）、どなたでも歌えるようになります。 

１万人で歌い上げる『喜びの歌』は、身体の底から震えあがる様な感動と感激の体験をさせてくれます。 

是非とも今年は、大阪城ホールでの【感動】と【感激】の体験を、御一緒に共有しましょう。 

                       幹事    本村 忠司 

 

 

ダーツ同好会活動日のお知らせ 

世話人 小島 襄二 

日時： ６月 ３日（土）、17日（土） 13：00～16：45 

場所： 西戸山生涯学習館   新宿区百人町４丁目７−１ 

☎ 03-3368-3221 

    会員も増え、たのしく活動しています 

   どうぞ 皆さまもご参加ください 

世話人 小島 襄二 

 

 

 

【アートカード・折り紙同好会】よりお知らせ 

幹事  本村 忠司 

６月から同好会開催日が変更になりました 

毎月第４月曜日の午後から、大阪駅前第２ビルの『生涯学習センター』で開かれます。 

今月は、26日（月）13：00から第１会議室です。 

脳も喜ぶ『アートカード』と『折り紙』は、ロングステイ先では言葉の要らない 

コミュニケーション・ツールです。 

また、お友達やお孫さんへのチョッとしたプレゼントにもなります。 

体験参加をご希望の方は、本村 忠司 まで。 
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  関東支部「今月の行事予定」 

主 催 会 名 活 動 内 容 活  動  日 活 動 場 所 

本部からのお知らせ    

関東支部    

関西支部    

東京サロン会    

みなとみらいサロン会    

北関東サロン会  清龍酒造の利き酒会 6月 4日 JR蓮田駅 集合 

菜の花サロン会 京成バラ園見学 6月 8日  

マジック同好会 勉強会（新ネタ紹介と

復習） 

  

 

関東合唱同好会 アカペラの混声合唱です 

歌の好きな方歓迎、 

男性もどうぞ 

6月  6日、 20日（火） 

13:00～17:00 

港区三田いきいきプラザ  A室 また B室 

 

得意料理同好会 得意料理を披露します  渋谷 リフレッシュ氷川  調理室 

フラダンス同好会 「カイマナヒラ」、「月の夜は」、「パ

ーリーシェル」、「南国の夜」と新

曲「アロハオエ」 

14:00～16:30 

 

三田いきいきプラザ 

休会 

 

ウクレレ同好会 ウクレレの技術向上と親

睦 

14:00～16:30 

 

三田いきいきプラザ 

 

卓球同好会 卓球の技術向上と健康

維持そして親睦 

毎月第 2、第 4水曜日 

6月 14日 28日（水） 

墨田区総合体育館 ３F アリーナ 

テニス同好会  毎月第 2木曜日  

6月  8日 

市川クリーンＳＰＡ 

お値打ちランチの会 食事と親睦 6月 12日（水）11:30 はとバス旅行（千葉方面） 

絵画同好会 

(彩遊会) 

スケッチを中心に活動 

見学、入会歓迎 

毎月第３金曜日 

6月 16日（金） 

根津ふれあい館 (千代田線 ) 

根津駅下車徒歩２分) 

ダーツ同好会 体験見学を歓迎！ 

初めての方でもゲームが

楽しめます 

6月  3日、17日（土） 

13:00～16:30        

新宿区西戸山生涯教育館 

☎ 03-3368-3221 

旅行企画 旅行を通して会員同士

の親睦 

6月 22日～6月 27日 世界自然遺産の島 小笠原諸島《 父島 》6日間 

観劇同好会    

ダンス天国 踊って、唄って、笑ってを

モットーに 

第 3 月曜日 6 月 19 日

10:00～15:00 

東宝ダンスホール  

関東麻雀同好会 

健康麻雀 

初心者から上級者までの  

13:00～17:00 

[雀荘]   ☎ 03-3535-5501 

「吸わない・飲まない・賭けない」の健康麻雀 

着付け教室 １人で着物が着られるように ６月７日、23日 新橋・生涯学習センター ばる～ん 
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関西支部 「今後の行事予定」 

主 催 会 名 幹   事 活 動 場 所 時   刻 予 定 日 

麻雀同好会 山里誠志郎 「菜の花」  

ミスターりんビル ６階 

10:00～17:00  

 

「これから会」６月 12日(月) 

「定例会」 ６月 26日(月) 

男の料理同好会 正木 伸治 クレオ大阪東クラフト調理室 9:30~17:00  

囲碁将棋同好会 奥田 知己 北区民センターJR 環

状線「天満駅」西へ 3 分  

PM13:00~ 休会中 

LSC関西英会話同好会 岩田 勝弘 総合生涯学習センター 

第 1会議室 

9:30~12:00 ６月７日・14日・21日 

いずれも（水）   

LSC関西「旅に役立つPC勉強会」              安楽 秀典 総合生涯学習センター 

メディア研修室 

13:30～16:30 ６月 28日（水） 

スキューバダイビング同好会 杉本 勇    

カードアート・折り紙同好会 本村 忠司 総合生涯学習センター 

第２会議室 

13:00～  ７月 27日（火）  

童話創作同好会 中村チヨ子 総合生涯学習センター 9:30~12:00 6月 26日（月） 

ダンス同好会 赤野 文子 新大阪ココプラザ 9:30~12:00 休会中 

フラダンスの会 山里 登子 新大阪ココプラザ 

外部講師によるレッスン 

13:00~15:00              

軽音楽同好会 滝本 秀隆    

13:00～17：00 

カラオケ同好会 正木 伸治 ジャンボカラオケ「お初天神」 13:30～16:30  

魚釣り同好会 前田多加士   6月 19日（月） 

ゴルフ同好会   安楽 秀典    

関西懇談会・懇親会 山田 耕作 大阪リバーサイドホテル 13:00～  

関西運営会議 吉村東洋男     大阪駅前第２ビル５Ｆ 第５会議室 

中部ブロック 懇談会・懇親会 盛岡 勝治    

大阪・和歌山ブロック懇談会 奈良・和歌山    

会報編集講習会 正木 伸治 第１会議室 AM,PM  

お誘い旅行 旅の情報会 

打ち合わせ会・勉強会 

    

一万人の第九 本村 忠司    

お誘いステイ   新竹 

台湾・       高雄 

神原 克収 東星駿業 

摩天海湾商旅 

09.14～10.06 

2018.01.14～02.13 

 

 

エレナさんと行くアドリア海の旅 神原 克収 マルタ島～シシリー島～ ドブロクニク～モンテネグロ ６月 8日（木）～27日（火） 

クルーズ同好会  八田  忠 掘り出し物クルーズ 客船「飛鳥Ⅱ」  

 


